
新型コロナウイルスの影響により、掲載した内容が変更されることがあります。

ＬＩＮＥ登録は
　　　こちら▶

TOMIGUSUKU
広報 とみぐすく
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豊見城市は令和4年4月1日で市制施行20周年を迎えました

夏はじまります。

美味しさぎゅっとつめました



デジタル推進課　☎850-0246

マイナンバーカードの
「休日交付および平日夜間交付」を

実施します
休日、平日夜間にマイナンバーカードの

申請をお手伝いします

オンライン申請用ＱＲコード付き
マイナンバーカード交付申請書

送付のお知らせ

マイナポイントの申込支援を実施中です！

マイナンバーカードは受け取りましたか？

証明書コンビニ交付サービスのお知らせ

マイナンバーカードの休日交付および平日夜間交付を下
記のとおり実施します。
マイナンバーカード交付通知書（はがき）が届いている方
で、平日（日中）の受け取りが難しい場合は、事前に電話予
約のうえ、下記日程の交付窓口をご利用ください。

【8月の交付日】
休　　日：８月20日（土）、27日（土）、28日(日)
　　　　 ９時～12時
平日夜間：８月18日（木）　18時～20時
　
【交付場所】　市民課窓口（市役所1階）
　
【事前予約先】　市民課　☎850-0103
　　　　　　  （平日の８時３０分～17時１５分まで）
　
※受け取りの際は、マイナンバーカード交付通知書
　（はがき）に記載された必要書類をお持ちください。
※必ず電話での事前予約が必要です。

マイナポイント第2弾では、令和4年9月末までにマイナン
バーカード作成申込を行い、かつ令和5年2月末までにポイ
ントの申し込みを行うと、キャッシュレスでのお買い物に使
用できるマイナポイントが最大20,000円分付与されます。
（カード新規取得で5,000円分、健康保険証としての利用
登録、公金受取口座の登録を行った場合にそれぞれ7,500
円分を付与）本市の申込支援は次のとおり実施中です。
　
【受付日時】　（平日）8時30分から17時15分まで
【受付場所】　市民課窓口（市役所1階）
【対 象 者】
マイナンバーカードを取得された方で、
マイナポイントを申し込んでいない方
　
【準 備 物】
 ・ マイナンバーカード（交付時に設定した
　 数字４桁のパスワードも必要）、
 ・ 決済サービスのカードやアプリ
※ポイント付与の詳細（付与状況の確認、付与タイミング、
受取方法）についてはお申し込みいただいた決済サービス
に直接お問い合わせください。

市民課の窓口でマイナンバーカードの申請をお手伝いしま
す。事前に電話予約を行い、本人確認書類等をお持ちの上、
市民課の申請サポート窓口（市役所1階）までお越しくださ
い。職員が顔写真を撮影して、申請まで代行します。
▶手続きは15分程度、カード発行は申請から約1か月後

この度、マイナポイント第２弾の効果を最大限に高めるた
め、令和２年度に続き、再度ＱＲコード付き交付申請書
の送付を実施します。

【送付時期】　令和4年 7月 26日～9月上旬にかけて

マイナンバーカード交付申請後、マイナンバーカード交付
通知書（はがき）がご自宅へ届いた場合は、交付通知書
に記載されている期限までに、市民課窓口（市役所1階）
でマイナンバーカードの受け取りをお願いします。

豊見城市では住民票などの証明書をコ
ンビニで取得できるサービスを行って
います。このサービスを利用するため
には、マイナンバーカードの取得が必
要です。　サービス詳細はこちら▶▶

【8月の実施日】
休　　日：８月６日（土）、14日（日）　９時～12時
平日夜間：８月４日（木）　18時～20時
　
【事前予約先】　市民課　☎850-0103
　　　　　　　（平日の８時３０分～17時１５分まで）
　
【必要な書類】
(1)本人確認書類（A書類1点　もしくは　B書類２点）
　A運転免許証、パスポート、障害者手帳（顔写真付き）等
　Ｂ健康保険証、介護保険者証、年金手帳、学生証等

(2)通知カード　または　住民基本台帳カード（お持ちの方)
※（2）の通知カードを返納し、(1)の本人確認書類を確認
できた場合に限り、出来上がったマイナンバーカードを本
人限定郵便で郵送することができます。

市民課からのお知らせ市民課からのお知らせ

▶マイナポイントのことならマイナンバー総合フリーダイヤルまで
☎0120-95-0178（ダイヤルの「5番」選択）

市HP

マイナポイント
第２弾

豊見城市ウージ染め協同組合　☎850-8454

生活環境課　☎850-5520漫湖水鳥・湿地センター　☎840-5121

豊見城市観光協会　☎856-8766

【豊見城市観光協会】
夏休みものづくり教室を開催します

【豊見城市ウージ染め協同組合】
夏のウージ染め体験開催中！

七宝焼ペンダント
シーサー絵付け（※）
七宝焼ペンダント

紅型ナップサック染め（※）
毛糸のランプ（※）

貝のシーサー/フォトフレーム
七宝焼ペンダント
シーサー絵付け（※）
七宝焼ペンダント

貝のシーサー/フォトフレーム
サンドアート

貝のシーサー/フォトフレーム
七宝焼ペンダント

じんべいフォトフレーム（※）
サンドアート

紅型ナップサック染め（※）

各体験1日あたり
6回開催
①10時
②11時
③12時
④13時
⑤14時
⑥15時

（※）がついてい
る体験は③12時
の回はありません

日　程 内　容 時　間

■日　時　令和4年 8月 12日 ( 金 )
　　　　　10時～ 11時
　
■場　所　漫湖水鳥・湿地センター（レクチャールーム）
　　　　　（豊見城市字豊見城982番地）
　
■対　象　小学4年生以上の子ども（豊見城市在住）
■定　員　20名（定員に達し次第受付終了）
■料　金　無料
　
　※参加には事前受付が必要です。
　※団体での受付は行っていません。

漫湖水鳥・湿地センターでは、マングローブと干潟の生物を観
察できる木道を、Web 上で「いつでも・どこでも・だれでも」
楽しめるように、バーチャルツアー「タッチ・デ・カンチ」が
無料公開されました。指先ひとつで生物探しができる木道の新
しい楽しみ方をぜひご体験ください。（左上のQRコード読取）

　　　「タッチ・デ・カンチ」の特徴
■木道から干潟やマングローブを観察している時と同じ
目線をバーチャルで体感できます。
■「分かりやすい」案内よりも「自分で探す・調べる」
体験を生む「仕掛け」が施されています。
■「見つけて終わり」にならないよう、生物の生態が楽
しく学べるコンテンツが充実しています。

■期　間　8月 31日（水）まで　（体験時間）10時～ 16時
　　　　　※最終受付は15時 30分です。
　　　　　※水曜は体験コーナーお休みです。　
■場　所　てぃぐま館内（道の駅豊崎敷地内）
※詳しくは、豊見城市ウージ染め協同組合まで▶▶▶

■定　　員　各回3～５名（予約優先です）
■場　　所　てぃぐま館 SLOW SLOW（道の駅豊崎敷地内）
■体 験 料　1,000円～1,800円
■申込方法　お電話または直接窓口で予約受付
　　　　　　中です。　詳細はこちらから▶▶▶

子ども向け無料講座の開催
「地球温暖化について」

「地球温暖化」をテーマとした講座を開催します。
詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

夏休み夏休み夏休み 無料講座・体験教室のご案内

8月  6日(土)

8月  7日(日)

8月11日(木)

8月12日(金)

8月13日(土)

8月14日(日)

8月20日(土)

8月21日(日)

内　容 料　金

300円
500円

1,000円
1,500円
1,500円
3,000円
4,350円～

700円
1,000円
2,000円
1,000円
2,000円

お守り（塩入り）
しおり
コースター
巾着

エコバッグ
タペストリー
Tシャツ
しおり
コースター
マット

コースター（さき織り）
マット（さき織り）

色差し体験
約15分～

はた織り体験
約20分～

※要予約
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デジタル推進課　☎850-0246

マイナンバーカードの
「休日交付および平日夜間交付」を

実施します
休日、平日夜間にマイナンバーカードの

申請をお手伝いします

オンライン申請用ＱＲコード付き
マイナンバーカード交付申請書

送付のお知らせ

マイナポイントの申込支援を実施中です！

マイナンバーカードは受け取りましたか？

証明書コンビニ交付サービスのお知らせ

マイナンバーカードの休日交付および平日夜間交付を下
記のとおり実施します。
マイナンバーカード交付通知書（はがき）が届いている方
で、平日（日中）の受け取りが難しい場合は、事前に電話予
約のうえ、下記日程の交付窓口をご利用ください。

【8月の交付日】
休　　日：８月20日（土）、27日（土）、28日(日)
　　　　 ９時～12時
平日夜間：８月18日（木）　18時～20時
　
【交付場所】　市民課窓口（市役所1階）
　
【事前予約先】　市民課　☎850-0103
　　　　　　  （平日の８時３０分～17時１５分まで）
　
※受け取りの際は、マイナンバーカード交付通知書
　（はがき）に記載された必要書類をお持ちください。
※必ず電話での事前予約が必要です。

マイナポイント第2弾では、令和4年9月末までにマイナン
バーカード作成申込を行い、かつ令和5年2月末までにポイ
ントの申し込みを行うと、キャッシュレスでのお買い物に使
用できるマイナポイントが最大20,000円分付与されます。
（カード新規取得で5,000円分、健康保険証としての利用
登録、公金受取口座の登録を行った場合にそれぞれ7,500
円分を付与）本市の申込支援は次のとおり実施中です。
　
【受付日時】　（平日）8時30分から17時15分まで
【受付場所】　市民課窓口（市役所1階）
【対 象 者】
マイナンバーカードを取得された方で、
マイナポイントを申し込んでいない方
　
【準 備 物】
 ・ マイナンバーカード（交付時に設定した
　 数字４桁のパスワードも必要）、
 ・ 決済サービスのカードやアプリ
※ポイント付与の詳細（付与状況の確認、付与タイミング、
受取方法）についてはお申し込みいただいた決済サービス
に直接お問い合わせください。

市民課の窓口でマイナンバーカードの申請をお手伝いしま
す。事前に電話予約を行い、本人確認書類等をお持ちの上、
市民課の申請サポート窓口（市役所1階）までお越しくださ
い。職員が顔写真を撮影して、申請まで代行します。
▶手続きは15分程度、カード発行は申請から約1か月後

この度、マイナポイント第２弾の効果を最大限に高めるた
め、令和２年度に続き、再度ＱＲコード付き交付申請書
の送付を実施します。

【送付時期】　令和4年 7月 26日～9月上旬にかけて

マイナンバーカード交付申請後、マイナンバーカード交付
通知書（はがき）がご自宅へ届いた場合は、交付通知書
に記載されている期限までに、市民課窓口（市役所1階）
でマイナンバーカードの受け取りをお願いします。

豊見城市では住民票などの証明書をコ
ンビニで取得できるサービスを行って
います。このサービスを利用するため
には、マイナンバーカードの取得が必
要です。　サービス詳細はこちら▶▶

【8月の実施日】
休　　日：８月６日（土）、14日（日）　９時～12時
平日夜間：８月４日（木）　18時～20時
　
【事前予約先】　市民課　☎850-0103
　　　　　　　（平日の８時３０分～17時１５分まで）
　
【必要な書類】
(1)本人確認書類（A書類1点　もしくは　B書類２点）
　A運転免許証、パスポート、障害者手帳（顔写真付き）等
　Ｂ健康保険証、介護保険者証、年金手帳、学生証等

(2)通知カード　または　住民基本台帳カード（お持ちの方)
※（2）の通知カードを返納し、(1)の本人確認書類を確認
できた場合に限り、出来上がったマイナンバーカードを本
人限定郵便で郵送することができます。

市民課からのお知らせ市民課からのお知らせ

▶マイナポイントのことならマイナンバー総合フリーダイヤルまで
☎0120-95-0178（ダイヤルの「5番」選択）

市HP

マイナポイント
第２弾

豊見城市ウージ染め協同組合　☎850-8454

生活環境課　☎850-5520漫湖水鳥・湿地センター　☎840-5121

豊見城市観光協会　☎856-8766

【豊見城市観光協会】
夏休みものづくり教室を開催します

【豊見城市ウージ染め協同組合】
夏のウージ染め体験開催中！

七宝焼ペンダント
シーサー絵付け（※）
七宝焼ペンダント

紅型ナップサック染め（※）
毛糸のランプ（※）

貝のシーサー/フォトフレーム
七宝焼ペンダント
シーサー絵付け（※）
七宝焼ペンダント

貝のシーサー/フォトフレーム
サンドアート

貝のシーサー/フォトフレーム
七宝焼ペンダント

じんべいフォトフレーム（※）
サンドアート

紅型ナップサック染め（※）

各体験1日あたり
6回開催
①10時
②11時
③12時
④13時
⑤14時
⑥15時

（※）がついてい
る体験は③12時
の回はありません

日　程 内　容 時　間

■日　時　令和4年 8月 12日 ( 金 )
　　　　　10時～ 11時
　
■場　所　漫湖水鳥・湿地センター（レクチャールーム）
　　　　　（豊見城市字豊見城982番地）
　
■対　象　小学4年生以上の子ども（豊見城市在住）
■定　員　20名（定員に達し次第受付終了）
■料　金　無料
　
　※参加には事前受付が必要です。
　※団体での受付は行っていません。

漫湖水鳥・湿地センターでは、マングローブと干潟の生物を観
察できる木道を、Web 上で「いつでも・どこでも・だれでも」
楽しめるように、バーチャルツアー「タッチ・デ・カンチ」が
無料公開されました。指先ひとつで生物探しができる木道の新
しい楽しみ方をぜひご体験ください。（左上のQRコード読取）

　　　「タッチ・デ・カンチ」の特徴
■木道から干潟やマングローブを観察している時と同じ
目線をバーチャルで体感できます。
■「分かりやすい」案内よりも「自分で探す・調べる」
体験を生む「仕掛け」が施されています。
■「見つけて終わり」にならないよう、生物の生態が楽
しく学べるコンテンツが充実しています。

■期　間　8月 31日（水）まで　（体験時間）10時～ 16時
　　　　　※最終受付は15時 30分です。
　　　　　※水曜は体験コーナーお休みです。　
■場　所　てぃぐま館内（道の駅豊崎敷地内）
※詳しくは、豊見城市ウージ染め協同組合まで▶▶▶

■定　　員　各回3～５名（予約優先です）
■場　　所　てぃぐま館 SLOW SLOW（道の駅豊崎敷地内）
■体 験 料　1,000円～1,800円
■申込方法　お電話または直接窓口で予約受付
　　　　　　中です。　詳細はこちらから▶▶▶

子ども向け無料講座の開催
「地球温暖化について」

「地球温暖化」をテーマとした講座を開催します。
詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

夏休み夏休み夏休み 無料講座・体験教室のご案内

8月  6日(土)

8月  7日(日)

8月11日(木)

8月12日(金)

8月13日(土)

8月14日(日)

8月20日(土)

8月21日(日)

内　容 料　金

300円
500円

1,000円
1,500円
1,500円
3,000円
4,350円～

700円
1,000円
2,000円
1,000円
2,000円

お守り（塩入り）
しおり
コースター
巾着

エコバッグ
タペストリー
Tシャツ
しおり
コースター
マット

コースター（さき織り）
マット（さき織り）

色差し体験
約15分～

はた織り体験
約20分～

※要予約
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コロナ禍における原油価格および
物価高騰に直面する子育て世帯（児
童手当受給者（０～15歳））に対し、
児童1人あたり5,000円を支給し
ます。

■　小中学校における感染症対策支援事業   教育総務課   ☎850-0961

■　小中学校「生理の貧困」対策支援事業   学校教育課   ☎850-0035

■　生理の貧困対策支援事業（新型コロナ対策事業） 子育て支援課   ☎850-0143

■　感染対策用寝具一式     消防本部消防署  ☎850-0529

そ の 他

２．コロナ対策（感染症拡大防止対策） 3,126 万 4 千円

１．生活・産業支援対策 2 億 3,019 万 8 千円

そ の 他

２．コロナ対策（感染症拡大防止対策） 3,126 万 4 千円

１．生活・産業支援対策 2 億 3,019 万 8 千円

新型コロナウイルス感染症総合緊急対策

就学援助（新型コロナウイルス対策）拡充事業 国民健康保険税コロナ減免申請窓口支援事業

子育て応援一時給付金事業 豊見城市消費喚起事業（クーポン券）

農・畜産業物価高騰等緊急支援事業 水産業原油価格高騰等緊急支援事業

コロナ禍において物価高騰等に直面する生活者等の負担軽減とコロナ対策を実施するため、
総額2億 6,146万 2千円規模の新型コロナウイルス感染症総合緊急対策を実施します。

こども応援課　☎850-6775

コロナ禍における原油価格および
物価高騰に直面する市民に対し、1
世帯あたり 5,000 円のクーポン券
を配布することで、地域経済の活
性化を図ります。

産業振興課　☎850-5876

コロナ禍における原油価格および物価
高騰に直面する生産農家に対し、経営
に必要な肥料・飼料・資材等の購入に
係る費用の一部を補助（１事業者あた
り上限 4 万円）することで、生産性の
維持・継続を図ります。

農林水産課　☎850-5305

コロナ禍における原油価格高騰に直面
する漁業者に対し、漁業に必要な船舶
用燃料の購入に係る費用の一部を補助
（１事業者あたり上限 4 万円）するこ
とで、漁業活動の維持・継続を図ります。

農林水産課　☎850-5305

新型コロナウイルス感染症の影響
により世帯収入が減少した保護者
に対し、児童生徒が就学に必要な
費用を援助することで、義務教育
の円滑な実施を図ります。

学校教育課　☎850-0035

新型コロナウイルス感染症の影響に
より収入の減少が見込まれる場合の
国民健康保険税の減免について、減
収のあった国保加入者に対する減免
制度の周知、相談および申請窓口の
体制拡充を図ります。

国民健康保険課　☎850-0160

10月支給予定 9月中旬頃配布予定

9月から受付予定

9月から受付予定 7月から実施中

9月から受付予定

親と子の成長支援・社会全体での子育て支援の充実を図るとともに、
充実した教育および学習環境での学びや歴史文化を通じた郷土愛の醸
成により、誰もが夢と希望にみちたまちを目指します。

【こども習い事助成事業】
才能を開花させるキッカケを与える環境を
整えるために８月からスタートします。

【(仮称 )豊崎中学校の建設】
令和６年度の開校をめざしていよいよ
建設着工します。（約500名規模）

【ワク・ドキこども未来プロジェク
トグローバル人財育成事業】
こどもたちが国際的な視野を持ちグローバ
ルに活躍することを目指し、非認知能力に
着目した人財育成事業を９月からスタート
します。

【待機児童ゼロに向けた取り組み】
認可保育施設の待機児童数が減少しました。
2019年　89人　　2020年　139人
2021年　76人　　2022年　6人
令和４年度から新園３園、分園 1 園が開園
しています。

【放課後の居場所　学童クラブ】
令和４年度に座安小学校および伊良波小学
校に整備することで、全小学校への設置と
なりました。(定員 402名 )

【学校給食費の段階的無償化】
栄養価充足率 100％と献立の充実を保護者
の負担を変えることなく支援を行います。
小学校　600円　(月額 )
中学校　700円　(月額 )

子どもが生きる夢と希望にみちたまちを目指して

※市が支援する額｝
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コロナ禍における原油価格および
物価高騰に直面する子育て世帯（児
童手当受給者（０～15歳））に対し、
児童1人あたり5,000円を支給し
ます。

■　小中学校における感染症対策支援事業   教育総務課   ☎850-0961

■　小中学校「生理の貧困」対策支援事業   学校教育課   ☎850-0035

■　生理の貧困対策支援事業（新型コロナ対策事業） 子育て支援課   ☎850-0143

■　感染対策用寝具一式     消防本部消防署  ☎850-0529

そ の 他

２．コロナ対策（感染症拡大防止対策） 3,126 万 4 千円

１．生活・産業支援対策 2 億 3,019 万 8 千円

そ の 他

２．コロナ対策（感染症拡大防止対策） 3,126 万 4 千円

１．生活・産業支援対策 2 億 3,019 万 8 千円

新型コロナウイルス感染症総合緊急対策

就学援助（新型コロナウイルス対策）拡充事業 国民健康保険税コロナ減免申請窓口支援事業

子育て応援一時給付金事業 豊見城市消費喚起事業（クーポン券）

農・畜産業物価高騰等緊急支援事業 水産業原油価格高騰等緊急支援事業

コロナ禍において物価高騰等に直面する生活者等の負担軽減とコロナ対策を実施するため、
総額2億 6,146万 2千円規模の新型コロナウイルス感染症総合緊急対策を実施します。

こども応援課　☎850-6775

コロナ禍における原油価格および
物価高騰に直面する市民に対し、1
世帯あたり 5,000 円のクーポン券
を配布することで、地域経済の活
性化を図ります。

産業振興課　☎850-5876

コロナ禍における原油価格および物価
高騰に直面する生産農家に対し、経営
に必要な肥料・飼料・資材等の購入に
係る費用の一部を補助（１事業者あた
り上限 4 万円）することで、生産性の
維持・継続を図ります。

農林水産課　☎850-5305

コロナ禍における原油価格高騰に直面
する漁業者に対し、漁業に必要な船舶
用燃料の購入に係る費用の一部を補助
（１事業者あたり上限 4 万円）するこ
とで、漁業活動の維持・継続を図ります。

農林水産課　☎850-5305

新型コロナウイルス感染症の影響
により世帯収入が減少した保護者
に対し、児童生徒が就学に必要な
費用を援助することで、義務教育
の円滑な実施を図ります。

学校教育課　☎850-0035

新型コロナウイルス感染症の影響に
より収入の減少が見込まれる場合の
国民健康保険税の減免について、減
収のあった国保加入者に対する減免
制度の周知、相談および申請窓口の
体制拡充を図ります。

国民健康保険課　☎850-0160

10月支給予定 9月中旬頃配布予定

9月から受付予定

9月から受付予定 7月から実施中

9月から受付予定

親と子の成長支援・社会全体での子育て支援の充実を図るとともに、
充実した教育および学習環境での学びや歴史文化を通じた郷土愛の醸
成により、誰もが夢と希望にみちたまちを目指します。

【こども習い事助成事業】
才能を開花させるキッカケを与える環境を
整えるために８月からスタートします。

【(仮称 )豊崎中学校の建設】
令和６年度の開校をめざしていよいよ
建設着工します。（約500名規模）

【ワク・ドキこども未来プロジェク
トグローバル人財育成事業】
こどもたちが国際的な視野を持ちグローバ
ルに活躍することを目指し、非認知能力に
着目した人財育成事業を９月からスタート
します。

【待機児童ゼロに向けた取り組み】
認可保育施設の待機児童数が減少しました。
2019年　89人　　2020年　139人
2021年　76人　　2022年　6人
令和４年度から新園３園、分園 1 園が開園
しています。

【放課後の居場所　学童クラブ】
令和４年度に座安小学校および伊良波小学
校に整備することで、全小学校への設置と
なりました。(定員 402名 )

【学校給食費の段階的無償化】
栄養価充足率 100％と献立の充実を保護者
の負担を変えることなく支援を行います。
小学校　600円　(月額 )
中学校　700円　(月額 )

子どもが生きる夢と希望にみちたまちを目指して

※市が支援する額｝
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対　象　者

①３回目の接種を受けた60歳以上の住民
②３回目の接種を受けた１８歳以上59歳以下で基礎疾患を有するまたはその他重症化リスクが高いと医師が認める住民
③3回目の接種を受けた18歳以上59歳以下で医療従事者等および高齢者施設等の従事者 （※令和4年7月22日
　から追加）

使用ワクチン １～３回目接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、ｍＲＮＡワクチン（ファイザー社ワクチンまたは武田／
モデルナ社ワクチン）を用いる

追加接種（4回目接種）について
新型コロナウイルスワクチン

新型コロナウイルスワクチンについては、海外の研究により、３回目接種から４か月以上経過した６０歳以上の方にファイザー社ワクチンを
４回目接種した場合、オミクロン株流行時期において、接種後６週間経過しても重症化予防効果が低下せず維持されていたとの報告があ
り、現時点で得られている科学的見地等から、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、追加接種（４回目接種）を実施いたします。

接 種 間 隔 ３回目接種の完了から５か月以上

接種券の発送時期および接種時期について

①６０歳以上の方　４回目接種が可能となる時期に合わせて、順次、対象者へ接種券を送付します。
　　　　　　　　  接種方法、接種の予約方法等を記載した案内も同封しています。
②１８歳以上59歳以下で基礎疾患を有するまたはその他重症化リスクが高いと医師が認める方
③3回目の接種を受けた18歳以上59歳以下で医療従事者等および高齢者施設等の従事者
　以下の方法により接種券発行の申請をお願いします。
　（1） インターネットによる申請　 ▶▶▶　申請フォームで申請を行ってください。
　（２） 市コールセンターに申請　 ▶▶▶　下記連絡先へ連絡し、申請を行ってください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊見城市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎0570-098-099　　　▶受付時間　８時３０分～１７時（土日・祝日除く）
　（３） 申請書による申請         　 ▶▶▶　申請書に必要事項を記入のうえ、郵送もしくは窓口で申請を行ってください。

本市で実施中の新型コロナワクチン集団接種については、市立中央公民館を接種会場としていましたが、8月は豊見城市役所
（保健センター）で実施します。
市内医療機関における個別接種もご利用ください。
９月以降の集団接種の実施については、決まり次第、市ホームページやLINEなどで周知いたします。
重症化予防のため高齢者等の4回目接種および3回目未接種の方は速やかなワクチン接種をお願いします。

発熱等の症状が起きた時の相談窓口
沖縄県新型コロナウイルス感染症相談窓口　コールセンター

▶連絡先 ☎866-2129　　　▶受付時間　24時間対応

副反応等の医学的知見を必要とする
専門的な問い合わせに関しての相談窓口

沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター

▶連絡先 ☎894-4856　　　▶受付時間　9時から17時まで（平日・休日）

ワクチン接種・接種券の発行・接種証明書
等に関しての問い合わせ

豊見城市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

▶連絡先 ☎0570-098-099 ▶受付時間　８時30分から17時まで（土日・祝日除く）

個別接種（市内医療機関）による接種のお願い

初回接種
（１・２回目）
を希望される方へ

追加接種
（３回目）
について

小児接種
（5歳～11歳）
について

◀◀◀詳しくは
市ＨＰ、または
公式ＬＩＮＥを
ご確認ください。

接種券発行の
Web申請は
こちらから ▶▶

　水道事業では、市民の皆さまが使用する水の安定供給を図るため、水道施設の維持管理や更新、水道料金の徴収管理等を行っ
ています。令和３年度の経営状況については、営業活動による収支を示す営業損益は1億 5,911万円の黒字となりました。
また、営業損益に支払利息などを加えた収支を示す経常損益は2億 6,807万円の黒字となっております。
　総事業費用と総事業収益の差により、当年度純利益は 2億 7,062万円となりました。
　純利益は、老朽化した管路等の更新や耐震化対策などの設備投資に使用する貴重な財源となります。

　下水道事業では、各家庭や事業所から排出される汚水処理を行っています。令和３年度の経営状況については、営業損益は
4 億 4,209 万円の赤字となりました。これは下水道の維持管理にかかる費用が下水道使用料収入を上回っていることを表し
ています。営業損益に支払利息などを加えた収支を示す経常損益は1,466万円の赤字となっております。
　総事業費用と総事業収益の差により、当年度純損失は1,459万円となりました。　

公共下水道・農業集落排水の使用料収入で汚水
処理にかかる費用をどのくらい賄えているか？

▶経費回収率＝使用料単価／汚水処理原価
　経費回収率（公共下水道）　64％
　経費回収率（農業集落排水）47％

下水道事業は、今後の安全安心な事業運営に向けて
経営改善に取り組んでいきます。

◀◀経営状況の詳細はこちら
　
（お問い合わせ）上下水道部総務課　☎850-1516

令和3年度 豊見城市水道事業の経営状況

令和3年度 豊見城市下水道事業の経営状況

令和3年度 豊見城市水道事業の経営状況

令和3年度 豊見城市下水道事業の経営状況

営　業

営業外

特　別

　計

14億 7,748万円

1億 2,568万円

259万円

16億 0,575万円  

13 億 1,837万円

1,672万円

4万円

13億 3,513万円   

1 億 5,911万円

1億 0,896万円

255万円

2億 7,062万円  

収　益（A） 費　用（B） 損　益（A）－（B）

営　業

営業外

特　別

　計

4億 3,566万円

4億 8,835万円

9万円

9億 2,410万円  

8 億 7,775万円

6,092万円

2万円

9億 3,869万円   

△4億 4,209万円

4億 2,743万円

7万円

△1,459万円  

収　益（A） 費　用（B） 損　益（A）－（B）

公共下水道 単位：円

単位：円農業集落排水

■使用料単価…汚水1㎥あたりの使用料収入　
■汚水処理原価…1㎥の汚水処理に係る費用

■使用料単価　　■汚水処理原価

■使用料単価　　■汚水処理原価

当年度純損失

賄えていない！

当年度純利益

78
121

71
150
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対　象　者

①３回目の接種を受けた60歳以上の住民
②３回目の接種を受けた１８歳以上59歳以下で基礎疾患を有するまたはその他重症化リスクが高いと医師が認める住民
③3回目の接種を受けた18歳以上59歳以下で医療従事者等および高齢者施設等の従事者 （※令和4年7月22日
　から追加）

使用ワクチン １～３回目接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、ｍＲＮＡワクチン（ファイザー社ワクチンまたは武田／
モデルナ社ワクチン）を用いる

追加接種（4回目接種）について
新型コロナウイルスワクチン

新型コロナウイルスワクチンについては、海外の研究により、３回目接種から４か月以上経過した６０歳以上の方にファイザー社ワクチンを
４回目接種した場合、オミクロン株流行時期において、接種後６週間経過しても重症化予防効果が低下せず維持されていたとの報告があ
り、現時点で得られている科学的見地等から、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、追加接種（４回目接種）を実施いたします。

接 種 間 隔 ３回目接種の完了から５か月以上

接種券の発送時期および接種時期について

①６０歳以上の方　４回目接種が可能となる時期に合わせて、順次、対象者へ接種券を送付します。
　　　　　　　　  接種方法、接種の予約方法等を記載した案内も同封しています。
②１８歳以上59歳以下で基礎疾患を有するまたはその他重症化リスクが高いと医師が認める方
③3回目の接種を受けた18歳以上59歳以下で医療従事者等および高齢者施設等の従事者
　以下の方法により接種券発行の申請をお願いします。
　（1） インターネットによる申請　 ▶▶▶　申請フォームで申請を行ってください。
　（２） 市コールセンターに申請　 ▶▶▶　下記連絡先へ連絡し、申請を行ってください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊見城市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎0570-098-099　　　▶受付時間　８時３０分～１７時（土日・祝日除く）
　（３） 申請書による申請         　 ▶▶▶　申請書に必要事項を記入のうえ、郵送もしくは窓口で申請を行ってください。

本市で実施中の新型コロナワクチン集団接種については、市立中央公民館を接種会場としていましたが、8月は豊見城市役所
（保健センター）で実施します。
市内医療機関における個別接種もご利用ください。
９月以降の集団接種の実施については、決まり次第、市ホームページやLINEなどで周知いたします。
重症化予防のため高齢者等の4回目接種および3回目未接種の方は速やかなワクチン接種をお願いします。

発熱等の症状が起きた時の相談窓口
沖縄県新型コロナウイルス感染症相談窓口　コールセンター

▶連絡先 ☎866-2129　　　▶受付時間　24時間対応

副反応等の医学的知見を必要とする
専門的な問い合わせに関しての相談窓口

沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター

▶連絡先 ☎894-4856　　　▶受付時間　9時から17時まで（平日・休日）

ワクチン接種・接種券の発行・接種証明書
等に関しての問い合わせ

豊見城市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

▶連絡先 ☎0570-098-099 ▶受付時間　８時30分から17時まで（土日・祝日除く）

個別接種（市内医療機関）による接種のお願い

初回接種
（１・２回目）
を希望される方へ

追加接種
（３回目）
について

小児接種
（5歳～11歳）
について

◀◀◀詳しくは
市ＨＰ、または
公式ＬＩＮＥを
ご確認ください。

接種券発行の
Web申請は
こちらから ▶▶

　水道事業では、市民の皆さまが使用する水の安定供給を図るため、水道施設の維持管理や更新、水道料金の徴収管理等を行っ
ています。令和３年度の経営状況については、営業活動による収支を示す営業損益は1億 5,911万円の黒字となりました。
また、営業損益に支払利息などを加えた収支を示す経常損益は2億 6,807万円の黒字となっております。
　総事業費用と総事業収益の差により、当年度純利益は 2億 7,062万円となりました。
　純利益は、老朽化した管路等の更新や耐震化対策などの設備投資に使用する貴重な財源となります。

　下水道事業では、各家庭や事業所から排出される汚水処理を行っています。令和３年度の経営状況については、営業損益は
4 億 4,209 万円の赤字となりました。これは下水道の維持管理にかかる費用が下水道使用料収入を上回っていることを表し
ています。営業損益に支払利息などを加えた収支を示す経常損益は1,466万円の赤字となっております。
　総事業費用と総事業収益の差により、当年度純損失は1,459万円となりました。　

公共下水道・農業集落排水の使用料収入で汚水
処理にかかる費用をどのくらい賄えているか？

▶経費回収率＝使用料単価／汚水処理原価
　経費回収率（公共下水道）　64％
　経費回収率（農業集落排水）47％

下水道事業は、今後の安全安心な事業運営に向けて
経営改善に取り組んでいきます。

◀◀経営状況の詳細はこちら
　
（お問い合わせ）上下水道部総務課　☎850-1516

令和3年度 豊見城市水道事業の経営状況

令和3年度 豊見城市下水道事業の経営状況

令和3年度 豊見城市水道事業の経営状況

令和3年度 豊見城市下水道事業の経営状況

営　業

営業外

特　別

　計

14億 7,748万円

1億 2,568万円

259万円

16億 0,575万円  

13 億 1,837万円

1,672万円

4万円

13億 3,513万円   

1 億 5,911万円

1億 0,896万円

255万円

2億 7,062万円  

収　益（A） 費　用（B） 損　益（A）－（B）

営　業

営業外

特　別

　計

4億 3,566万円

4億 8,835万円

9万円

9億 2,410万円  

8 億 7,775万円

6,092万円

2万円

9億 3,869万円   

△4億 4,209万円

4億 2,743万円

7万円

△1,459万円  

収　益（A） 費　用（B） 損　益（A）－（B）

公共下水道 単位：円

単位：円農業集落排水

■使用料単価…汚水1㎥あたりの使用料収入　
■汚水処理原価…1㎥の汚水処理に係る費用

■使用料単価　　■汚水処理原価

■使用料単価　　■汚水処理原価

当年度純損失

賄えていない！

当年度純利益

78
121

71
150
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7/7

6/25
マンゴーはさみ入れ式
豊見城市マンゴーの里宣言13周年記念祭
マンゴー防犯パトロール出発式

7/8 夏の交通安全県民運動
出発式

　6月25日に字伊良波地区内のマンゴー農園において、今期
の豊見城産マンゴーの販売成功を祈願する『マンゴーはさみ
入れ式』、ＪＡおきなわ食彩館菜々色畑において『豊見城市マ
ンゴーの里宣言１３周年記念祭』、『マンゴー防犯パトロール
出発式』が行われ、山川市長が出席しました。

オキコ(株)・JAおきなわ豊見城支店
ちゅらとまとを使用した商品開発報告会

豊見城市ワク・ドキこども未来プロジェクト
へご寄附いただきました
豊見城市ワク・ドキこども未来プロジェクト
へご寄附いただきました
豊見城市ワク・ドキこども未来プロジェクト
へご寄附いただきました

人権擁護委員の再任について人権擁護委員の再任について

　地産地消の取り組みとして、オキコ株式会社(代表取締役
社長 銘苅敏明)による地域応援コラボレーションプロジェクト
「Yummy ! UCHINA地域コラボ商品」において、ＪＡおきな
わ豊見城支店（支店長　金城寿）が提供する「豊見城産ちゅ
らとまと」を使用した調理パン「ポケットランチトマジローのト
マトタコス」の商品開発が行われ、山川市長へ報告しました。

　夏の交通安全県民運動の実施に伴い、市役所前のイベント
広場において出発式を開催しました。
　出発式では、豊見城市老人クラブ連合会民謡サークルによ
る民謡の披露や、この運動のスローガンである「通学路　速
度を落とす　思いやり」を掲げるなど、交通安全に対する意識
の高揚が図られました。

　これまでも人権擁護委員として
活動を行ってきた仲本イツ子さん
が、令和4年7月1日付で再任となり
ました。

　人権擁護委員は、地域住民の人権に対する問題解決や
人権侵害による被害者の救済、また人権思想の啓発と
いったボランティア活動を行っており、現在市内には8名
の人権擁護委員の方々が活動されています。

　下記企業より、企業版ふるさと納税を活用
したご寄附をいただきました。いただいた寄附
金はこどもたちへのグローバル人財育成事業
「豊見城市ワク・ドキこども未来プロジェクト」
に活用させていただきます。
温かいご支援ありがとうございました。
■ 5月31日　
　日本成長投資アライアンス株式会社 様（東京都）
　有限会社　典座舎 様（東京都）

7/1 第39回
豊見城市「少年の主張大会」

　市立中央公民館において、第39回豊見城市「少年の主張大
会」が開催されました。最優秀賞に輝いたのは、演題『私たちと
個の多様性』で大城百華さん（豊見城中3年）、演題『母の言葉
に支えられて 未来へ』で内間陽音さん（長嶺中3年）です。２
人は豊見城市を代表して、９月に開催される島尻地区少年の
主張大会へ出場します。
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　出発式では、豊見城市老人クラブ連合会民謡サークルによ
る民謡の披露や、この運動のスローガンである「通学路　速
度を落とす　思いやり」を掲げるなど、交通安全に対する意識
の高揚が図られました。

　これまでも人権擁護委員として
活動を行ってきた仲本イツ子さん
が、令和4年7月1日付で再任となり
ました。

　人権擁護委員は、地域住民の人権に対する問題解決や
人権侵害による被害者の救済、また人権思想の啓発と
いったボランティア活動を行っており、現在市内には8名
の人権擁護委員の方々が活動されています。

　下記企業より、企業版ふるさと納税を活用
したご寄附をいただきました。いただいた寄附
金はこどもたちへのグローバル人財育成事業
「豊見城市ワク・ドキこども未来プロジェクト」
に活用させていただきます。
温かいご支援ありがとうございました。
■ 5月31日　
　日本成長投資アライアンス株式会社 様（東京都）
　有限会社　典座舎 様（東京都）

7/1 第39回
豊見城市「少年の主張大会」

　市立中央公民館において、第39回豊見城市「少年の主張大
会」が開催されました。最優秀賞に輝いたのは、演題『私たちと
個の多様性』で大城百華さん（豊見城中3年）、演題『母の言葉
に支えられて 未来へ』で内間陽音さん（長嶺中3年）です。２
人は豊見城市を代表して、９月に開催される島尻地区少年の
主張大会へ出場します。

生涯学習振興課　☎850-3280

学校ボランティア募集！豊見城市消防本部　活動紹介豊見城市消防本部　活動紹介 学校ボランティア募集！

　豊見城市立長嶺中学校 2 年生を対象に、
6 月 14 日 ( 火 )、6 月 21 日 ( 火 ) の 2 日
間をとおして「体験型職業人講話」が行われ、
地域コーディネーターが派遣調整を行った
ボランティア講師として、幅広い職種の方々
に参加いただきました。（講師の方々は右の
表でご紹介しています。）
　仕事内容や働き方、業務にまつわるエピ
ソードなど、職業人ならではのお話に対し
て、生徒たちは興味深そうに耳を傾けてい
ました。
　講話のなかでは、クイズコーナーで生徒
たちへ質問を投げかけたり、実際に業務で
使用する道具に触れる時間を設けたりと、
講師のみなさんによる工夫が施され、生徒
たちも楽しみながら職種への理解を深める
ことができました。

　6月15日（水）、豊見城市字高安
地内市内の解体予定建物を使用
して、火災を想定した消防訓練を
実施しました。
　実際の建物を使用して訓練す
ることは年間を通して数少なく、
建物管理者および解体業者の協
力のもと実施することが可能と
なりました。
　今回の貴重な経験を生かし、今
後の災害に対する対応力の向上
を図ってまいります。

『地域学校協働本部事業』は学校のさまざまな活動を
ボランティアが支援する活動で、昨年度は 282 名が
参加しました。みなさんも、小・中学校で趣味や特
技を生かして学校ボランティアをしてみませんか？
特別な資格などは必要ありません！
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください！

【活動例】
■学習支援
■ミシン・書道・三線・折り紙指導
■水泳授業の指導や見守り
■交通安全指導　など

講師のみなさん、
貴重なお話を
ありがとう
ございました！

糸満漁業協同組合 与根支部
大城　和也さん

與那原　美奈子さん
仲村渠　愛美さん

大育理容美容専門学校
（教員）髙岸　春香さん

サザンビーチホテル＆リゾート沖縄
（料飲部）浜川　和樹さん
（料飲部）田中　真凛さん

豊見城市消防本部
（消防士）玉那覇　一哉さん

日本トランスオーシャン航空（株）
第１客室乗務員　３B グループ
栄野川　梨咲さん

漁　師

動物看護師

美容師

ホテルマン

消防士

客室乗務員
（キャビンアテンダント）

6月14日(火)　ボランティア講師のみなさん

沖縄県豊見城警察署　地域課
（巡査）仲宗根　健汰さん
　豊見城市 福祉健康部
社会福祉課　第一保護班
（班長）金城　温大さん
　国土交通省　大阪航空局
那覇空港事務所　管制保安部
（主幹航空管制官）仲宗根　理代さん
（航空管制官）渡邉　栞里さん
　日本トランスオーシャン航空（株）
運航点検整備部　第一点検整備課
下地　孝樹さん
　学校法人松正学園
専門学校沖縄統合医療学院
玉城　弘規さん
　沖縄こどもの国　創造みらい課
鈴木　理美さん

警察官

公務員
（市職員）

管制官

航空整備士

柔道整復師

財団職員

6月21日(火)　ボランティア講師のみなさん

長嶺中学校 「体験型職業人講話」

▲渡邉栞里さん

▲玉城弘規さん

▲仲宗根健汰さん
▲下地孝樹さん

▲金城温大さん

▲鈴木理美さん
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■新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を中止または延期する場合がありますのでご了承ください。
■ご参加にあたり、次の点にご協力をお願いします。　
　・マスクの着用　・当日の自宅での健康チェック（発熱や風邪症状等）
　・氏名、連絡先等の記入、提出（不特定者の会議につき）

多くの地域の方にご参加いただき、ありがとうございました。
各地域の懇談会の様子をご紹介いたします。

その他、現在 41 サークルの会員が趣味や体力・仲間づくりとし
て活動しています。一覧は市 HP からご確認ください。詳しくは
中央公民館までお問合せください。

13億 1,873万円

1,672万円

4万円

13億 3,513万円   

自治会名 日時・場所　※開催時間は90分程度

今年度も市民と市長のワクドキ懇談会を開催しています。
誰でも意見交換できる機会となっていますので、多くの市民のご参加をお待ちしています。

■8月の開催予定

■サークル会員募集！

■一般講座のご案内

■ワクドキ懇談会を開催しました！

お住まいの地域以外でも、どなたでも参加できます！

▲豊見城団地自治会（6月 27日）

▲根差部自治会（7月 5日）

※申込受付：中央公民館の窓口または電話　　※定員になり次第、募集を締め切ります。

8月 16日（火）19時から
豊崎小体育館地域連携室

8月 19日（金）20時から
自治会公民館

8月 23日（火）19時から
自治会公民館

8月 25日（木）19時から
自治会公民館

8月 30日（火）19時から
自治会公民館

豊　崎

県営豊見城団地

我那覇

渡橋名

北分譲

1

2

3

4

5

サークル名 日　時

毎週火曜日
19時～ 21時

第１水曜日
9時～ 11時 30分

豊見城市混声合唱団
もみじの会

ススムクッキング

①

②

教 室 名 日　時対　象 準　備受講料定　員場　所 申込受付開始

9月6(火）～8日（木）
全3回

13時30分～16時
一般市民

※市内在住、
　　在勤、在学　

9月17日～10月8日
毎週土曜日　全4回
10時～12時

9月2日・9日・16日
10月7日

金曜日　全4回
19時～21時

中央公民館
1階会議室

8月16日(火)
から

8月23日(火)
から

8月17日(水)
から

中央公民館
1階和室

中央公民館
1階和室

20名

20名

20名

無料

無料

お菓子代
800円

筆記具
飲み物

飲み物

うちわ

50代からのスマホ講座
※初めてスマホ講座を、受講する方
　優先です。

【共催講座】
茶道サークル「木蓮の会」

【共催講座】
日舞サークル「純蓮の会」
※着物をお持ちの方は、ゆかた・帯・
　たびをご持参ください。

▲瀬長自治会（7月 14日）

▲豊西自治会（7月 4日）

協働のまち推進課　☎850-0159

市立中央公民館だより
公民館でのイベントやお知らせなどをお届けします

火曜日～日曜日
月曜は定休日
9時～ 22時

市立中央公民館
☎850-3280
平日 8時 30分～
17時 15分まで

お問い合わせ 開 館 時 間

当日参加OK

事前申し込み

不要です！

産業振興課　☎850-5876

産業振興課　☎850-5876

豊見城市キャッシュレス決済ポイント還元事業について

テレワーカーの募集について　～豊見城市テレワーク人材育成事業～

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内事業者を支援するため、
次のとおりキャッシュレス決済ポイント還元事業を実施します。

■ 期　　間　
令和4年 8月 1日（月）から
令和4年 9月 30日（金）まで

■ 対 象 者
市内の事業所でキャッシュレス決済
（PayPay）でお買い物などを行った方

■ 実施内容
上限20％分のポイントを還元します。

※還元されるポイントの上限は市 HP を
　ご確認ください。
※このキャンペーンは、予算に達し次第、
　終了します。

■　対 象 者　　豊見城市民
■　募集人数　　若干名　　
■　準 備 物　　パソコンおよびインターネット環境

※定員になり次第、募集は締め切りとなります。
　お早めにお申し込みください。

※事業の詳細やお申し込み方法に
　ついては、市ホームページを
　ご確認ください。　　　▶▶▶

◀◀キャッシュレス決済（PayPay）が利用可能な
　　市内事業所は、左のステッカーが目印！

新型コロナウイルス感染症の影響下においても、一定の収入を確保することができるよう、
自宅に居ながら企業等から仕事を請け負うことができるテレワーカーの育成を行うととも
に、研修修了者を対象としたテレワーク業務の斡旋等を行います。
（テレワークとは、情報通信技術を利用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。）

市HP

登録料

各種セミナー 受講料

無料です
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■新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を中止または延期する場合がありますのでご了承ください。
■ご参加にあたり、次の点にご協力をお願いします。　
　・マスクの着用　・当日の自宅での健康チェック（発熱や風邪症状等）
　・氏名、連絡先等の記入、提出（不特定者の会議につき）

多くの地域の方にご参加いただき、ありがとうございました。
各地域の懇談会の様子をご紹介いたします。

その他、現在 41 サークルの会員が趣味や体力・仲間づくりとし
て活動しています。一覧は市 HP からご確認ください。詳しくは
中央公民館までお問合せください。

13億 1,873万円

1,672万円

4万円

13億 3,513万円   

自治会名 日時・場所　※開催時間は90分程度

今年度も市民と市長のワクドキ懇談会を開催しています。
誰でも意見交換できる機会となっていますので、多くの市民のご参加をお待ちしています。

■8月の開催予定

■サークル会員募集！

■一般講座のご案内

■ワクドキ懇談会を開催しました！

お住まいの地域以外でも、どなたでも参加できます！

▲豊見城団地自治会（6月 27日）

▲根差部自治会（7月 5日）

※申込受付：中央公民館の窓口または電話　　※定員になり次第、募集を締め切ります。

8月 16日（火）19時から
豊崎小体育館地域連携室

8月 19日（金）20時から
自治会公民館

8月 23日（火）19時から
自治会公民館

8月 25日（木）19時から
自治会公民館

8月 30日（火）19時から
自治会公民館

豊　崎

県営豊見城団地

我那覇

渡橋名

北分譲

1

2

3

4

5

サークル名 日　時

毎週火曜日
19時～ 21時

第１水曜日
9時～ 11時 30分

豊見城市混声合唱団
もみじの会

ススムクッキング

①

②

教 室 名 日　時対　象 準　備受講料定　員場　所 申込受付開始

9月6(火）～8日（木）
全3回

13時30分～16時
一般市民

※市内在住、
　　在勤、在学　

9月17日～10月8日
毎週土曜日　全4回
10時～12時

9月2日・9日・16日
10月7日

金曜日　全4回
19時～21時

中央公民館
1階会議室

8月16日(火)
から

8月23日(火)
から

8月17日(水)
から

中央公民館
1階和室

中央公民館
1階和室

20名

20名

20名

無料

無料

お菓子代
800円

筆記具
飲み物

飲み物

うちわ

50代からのスマホ講座
※初めてスマホ講座を、受講する方
　優先です。

【共催講座】
茶道サークル「木蓮の会」

【共催講座】
日舞サークル「純蓮の会」
※着物をお持ちの方は、ゆかた・帯・
　たびをご持参ください。

▲瀬長自治会（7月 14日）

▲豊西自治会（7月 4日）

協働のまち推進課　☎850-0159

市立中央公民館だより
公民館でのイベントやお知らせなどをお届けします

火曜日～日曜日
月曜は定休日
9時～ 22時

市立中央公民館
☎850-3280
平日 8時 30分～
17時 15分まで

お問い合わせ 開 館 時 間

当日参加OK

事前申し込み

不要です！

産業振興課　☎850-5876

産業振興課　☎850-5876

豊見城市キャッシュレス決済ポイント還元事業について

テレワーカーの募集について　～豊見城市テレワーク人材育成事業～

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内事業者を支援するため、
次のとおりキャッシュレス決済ポイント還元事業を実施します。

■ 期　　間　
令和4年 8月 1日（月）から
令和4年 9月 30日（金）まで

■ 対 象 者
市内の事業所でキャッシュレス決済
（PayPay）でお買い物などを行った方

■ 実施内容
上限20％分のポイントを還元します。

※還元されるポイントの上限は市 HP を
　ご確認ください。
※このキャンペーンは、予算に達し次第、
　終了します。

■　対 象 者　　豊見城市民
■　募集人数　　若干名　　
■　準 備 物　　パソコンおよびインターネット環境

※定員になり次第、募集は締め切りとなります。
　お早めにお申し込みください。

※事業の詳細やお申し込み方法に
　ついては、市ホームページを
　ご確認ください。　　　▶▶▶

◀◀キャッシュレス決済（PayPay）が利用可能な
　　市内事業所は、左のステッカーが目印！

新型コロナウイルス感染症の影響下においても、一定の収入を確保することができるよう、
自宅に居ながら企業等から仕事を請け負うことができるテレワーカーの育成を行うととも
に、研修修了者を対象としたテレワーク業務の斡旋等を行います。
（テレワークとは、情報通信技術を利用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。）

市HP

登録料

各種セミナー 受講料

無料です
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下記のイベント会場は、全て市立中央図書館
【市内小中学校の夏休み期間（７月21日 ( 木 ) ～８月24日 ( 水 )）は 9時 30分開館です】

図書館行事 インターネット申し込み　▶▶▶

イベント
絵本とヨガ

（講師：神山美佳氏）

お薬のおはなし

おはなし会

①

②

③

④

⑤

9月4日（日）
14時３０分～（約6０分）

9月11日（日）　
14時30分～（約60分）

8月13日（土）、28日（日）
14時30分～（約30分）

親子5組 10名
（子どもは2歳～ 5歳まで）

定員 30名
（大人向け）

３歳～小学生

おひざにだっこ 8月2４日（水）　
１４時３０分～（約２０分）

0～ 2歳
（保護者含む）

子ども上映会
【世界名作劇場 [完結版 ]
トム・ソーヤの冒険】

8月21日（日）
１４時３０分～（約90分） 定員30名

対　象日　時

雑誌スポンサー大募集！
◆事業者の皆さまへ
中央図書館の雑誌カバーに広告を掲載してみませんか？
雑誌カバーを広告媒体として利用していただき、中央図書館の利用者に対する
事業者PRができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

市立中央図書館だより

図書館でのイベントや
お知らせなどをお届けします

休館日のお知らせ

11日：山の日　18日：館内整理日
8月

9月

お問い合わせ
市立中央図書館
☎856-6006

開館時間
火曜日～日曜日
月曜は定休日
10時～19時

▼▼各種QRコードはこちら▼▼

市HP図書館 図書館公式LINE とみぐすく電子図書

15日：館内整理日　19日：敬老の日
20日：振休日　　　23日：秋分の日

※①～⑤いずれもインターネットまたは窓口で申し込み（先着順）、電話受付不可です。
※申込受付開始  ①8月19日(金)9時30分から　②9月1日(木)10時から　⑤8月5日(金)から

文化課　☎856-3671

復帰50周年記念企画展Ⅰ
「記録、報道、証言からみる戦後・とみぐすく～アメリカ世とその前後の時代の豊見城村～」
復帰50周年を記念し、27年間続いたアメリカ世の豊見城村の歩みを、
当時の新聞や記録などから読み解きます。
　▶場所　豊見城市歴史民俗資料展示室（市立中央図書館1階）
　▶日時　令和４年８月２日（火）から令和４年９月11日（日）まで
　　　　 ※開室は9時～ 17時（最終入室16時 45分）
　　　　 ※祝日は休室です。期間中の月曜日は開室します。
　　　　 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、予告なく
　　　　　 開催期間を変更する可能性があります。

～展示構成～
（１）沖縄戦後の収容所生活、各地からの帰村
（２）戦後復興の始まり
（３）学校日誌から見る子どもたちの学校生活
（４）豊見城村の発展（インフラ整備等）
（５）事件・事故・災害史
（６）アメリカ世の光と影
（７）アメリカ世の豊見城村民
（８）アメリカ世から本土復帰へ

市体育協会 ☎850-3279 

市民体育館  ☎850-1550

豊見城市に関係する各種スポーツ等
の情報についてお知らせします。

第127回豊見城市小学生バレーボール大会　結果 市ボウリング大会　開催
６月１１・１２日に豊見城市民体
育館において「第１２７回豊見城
市小学生バレーボール大会」が
開催されました。

▶日　付　9月 25日（日）　▶会場　スカイレーン
▶申込方法　9月 16日（金）までに市体育協会へ申し込み

市卓球大会　開催

小・中学生男女混合リレー実施

抽選申込教室一覧 　　▶抽選申込期間 ８月 14 日 ( 日 ) まで 実施場所 市民体育館

■申込受付 市民体育館窓口（９時～21時 火曜休館）※新型コロナウイルス感染症拡大状況により時短営業となる場合があります。
■各教室は全１０回コースです。（一部コース回数が異なる教室があります。）
■各教室の詳細はホームページでご確認ください。※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、開講を中止する場合があります。

先着申込教室一覧 　　▶先着申込 ８月 17 日 ( 水 ) 開始 実施場所 市民体育館

第２期 豊見城市民体育館スポーツ教室一覧

▶日　付　9月 11日（日）　▶会場　豊見城市民体育館
▶申込方法　8月 24日（水）までに市体育協会へ申し込み

～市制施行20周年記念事業～
第75回市陸上競技大会　開催

▶日　付　10月 1日（土）、2日（日）　
▶会　場　豊見城総合公園　陸上競技場
▶申込方法　9月 1日（木）までに市体育協会へ申し込み

▶日　付　10月 2日（日）
　　　　　 ※市陸上競技大会昼食時間
▶申込方法　9月 1日（木）までに
　　　　　　市体育協会へ申し込み

長嶺クラブ男子 伊良波クラブＣ
Aブロック結果 Bブロック結果

長嶺クラブ女子 豊見城団地クラブＢ
座安フレンズ

優　勝
準優勝

３　位
豊崎クラブＢ

とよみクラブ男子 豊見城団地クラブ
チャレンジャー

（Aブロック）
長嶺クラブ男子▶▶

sports

協会HP

月曜午前　ヨガ入門

月曜夜間　ヨガ入門

水曜午前　ヨガ入門

金曜午前　ヨガ入門（８回コース）

金曜午後　ヨガ入門（８回コース）

金曜夜間　ヨガ入門（6回コース）

ベビーと一緒のママヨガ

メディカルヨガ・ピラティス

①キッズ体操

②キッズトランポリン

※①②のいずれか１教室

いきいき操体健康（市委託事業）

午前　バドミントン入門

夜間　バドミントン初～中級

月曜午後　フラダンス入門

水曜夜間　フラダンス入門

午後　卓球入門

ソフト筋トレ＆ストレッチポール

ミット＆ボディメイク

キッズサッカー入門

一般

（成人）

成人女性

3～ 4歳

5～ 6歳

小学 1～ 3年

成人市民限定

一般

（成人）

成人女性

４歳～小学１年

小学1～ 4年

10時～ 11時 30分

19時 30分～ 21時

10時～ 11時 30分

10時～ 11時 30分

13時 30分～ 15時

19時 30分～ 21時

12時～ 13時

13時～ 14時 30分

14時 30分～ 15時 30分

15時 40分～ 16時 40分

16時 50分～ 17時 50分

10時～ 12時

9時 45分～ 11時 45分

19時 30分～ 21時 30分

13時 30分～ 15時

19時 30分～ 21時

13時 30分～ 15時 30分

９時３０分～１１時３０分

13時 30分～ 14時３０分

１６時１０分～１７時

１７時１０分～１８時

月

月

水

金

金

金

木

水

月

月

月

木

水

水

月

水

水

木

木

水

水

11名

11名

11名

11名

11名

11名

５組

11名

①14名

②10名

①14名

②10名

①14名

②12名

60名

20名 ( 先着 )

20名 ( 先着 )

11名 ( 先着 )

11名 ( 先着 )

15名 ( 先着 )

３０名（先着）

11名 ( 先着 )

20名 ( 先着 )

20名 ( 先着 )

6,000 円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

5,000円

5,000円

6,000円

6,000円

6,000円

4,800円

4,800円

3,600円

6,000円

6,000円

7,000円

150円（保険料代）

教室名 実施期間 対象 時間 曜日 定員 受講料

教室名 実施期間 対象 時間 曜日 定員 受講料

9月

11月

※一部12月

9月

11月

※一部12月

2022.8 　　 12



下記のイベント会場は、全て市立中央図書館
【市内小中学校の夏休み期間（７月21日 ( 木 ) ～８月24日 ( 水 )）は 9時 30分開館です】

図書館行事 インターネット申し込み　▶▶▶

イベント
絵本とヨガ

（講師：神山美佳氏）

お薬のおはなし

おはなし会

①

②

③

④

⑤

9月4日（日）
14時３０分～（約6０分）

9月11日（日）　
14時30分～（約60分）

8月13日（土）、28日（日）
14時30分～（約30分）

親子5組 10名
（子どもは2歳～ 5歳まで）

定員 30名
（大人向け）

３歳～小学生

おひざにだっこ 8月2４日（水）　
１４時３０分～（約２０分）

0～ 2歳
（保護者含む）

子ども上映会
【世界名作劇場 [完結版 ]
トム・ソーヤの冒険】

8月21日（日）
１４時３０分～（約90分） 定員30名

対　象日　時

雑誌スポンサー大募集！
◆事業者の皆さまへ
中央図書館の雑誌カバーに広告を掲載してみませんか？
雑誌カバーを広告媒体として利用していただき、中央図書館の利用者に対する
事業者PRができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

市立中央図書館だより

図書館でのイベントや
お知らせなどをお届けします

休館日のお知らせ

11日：山の日　18日：館内整理日
8月

9月

お問い合わせ
市立中央図書館
☎856-6006

開館時間
火曜日～日曜日
月曜は定休日
10時～19時

▼▼各種QRコードはこちら▼▼

市HP図書館 図書館公式LINE とみぐすく電子図書

15日：館内整理日　19日：敬老の日
20日：振休日　　　23日：秋分の日

※①～⑤いずれもインターネットまたは窓口で申し込み（先着順）、電話受付不可です。
※申込受付開始  ①8月19日(金)9時30分から　②9月1日(木)10時から　⑤8月5日(金)から

文化課　☎856-3671

復帰50周年記念企画展Ⅰ
「記録、報道、証言からみる戦後・とみぐすく～アメリカ世とその前後の時代の豊見城村～」
復帰50周年を記念し、27年間続いたアメリカ世の豊見城村の歩みを、
当時の新聞や記録などから読み解きます。
　▶場所　豊見城市歴史民俗資料展示室（市立中央図書館1階）
　▶日時　令和４年８月２日（火）から令和４年９月11日（日）まで
　　　　 ※開室は9時～ 17時（最終入室16時 45分）
　　　　 ※祝日は休室です。期間中の月曜日は開室します。
　　　　 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、予告なく
　　　　　 開催期間を変更する可能性があります。

～展示構成～
（１）沖縄戦後の収容所生活、各地からの帰村
（２）戦後復興の始まり
（３）学校日誌から見る子どもたちの学校生活
（４）豊見城村の発展（インフラ整備等）
（５）事件・事故・災害史
（６）アメリカ世の光と影
（７）アメリカ世の豊見城村民
（８）アメリカ世から本土復帰へ

市体育協会 ☎850-3279 

市民体育館  ☎850-1550

豊見城市に関係する各種スポーツ等
の情報についてお知らせします。

第127回豊見城市小学生バレーボール大会　結果 市ボウリング大会　開催
６月１１・１２日に豊見城市民体
育館において「第１２７回豊見城
市小学生バレーボール大会」が
開催されました。

▶日　付　9月 25日（日）　▶会場　スカイレーン
▶申込方法　9月 16日（金）までに市体育協会へ申し込み

市卓球大会　開催

小・中学生男女混合リレー実施

抽選申込教室一覧 　　▶抽選申込期間 ８月 14 日 ( 日 ) まで 実施場所 市民体育館

■申込受付 市民体育館窓口（９時～21時 火曜休館）※新型コロナウイルス感染症拡大状況により時短営業となる場合があります。
■各教室は全１０回コースです。（一部コース回数が異なる教室があります。）
■各教室の詳細はホームページでご確認ください。※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、開講を中止する場合があります。

先着申込教室一覧 　　▶先着申込 ８月 17 日 ( 水 ) 開始 実施場所 市民体育館

第２期 豊見城市民体育館スポーツ教室一覧

▶日　付　9月 11日（日）　▶会場　豊見城市民体育館
▶申込方法　8月 24日（水）までに市体育協会へ申し込み

～市制施行20周年記念事業～
第75回市陸上競技大会　開催

▶日　付　10月 1日（土）、2日（日）　
▶会　場　豊見城総合公園　陸上競技場
▶申込方法　9月 1日（木）までに市体育協会へ申し込み

▶日　付　10月 2日（日）
　　　　　 ※市陸上競技大会昼食時間
▶申込方法　9月 1日（木）までに
　　　　　　市体育協会へ申し込み

長嶺クラブ男子 伊良波クラブＣ
Aブロック結果 Bブロック結果

長嶺クラブ女子 豊見城団地クラブＢ
座安フレンズ

優　勝
準優勝

３　位
豊崎クラブＢ

とよみクラブ男子 豊見城団地クラブ
チャレンジャー

（Aブロック）
長嶺クラブ男子▶▶

sports

協会HP

月曜午前　ヨガ入門

月曜夜間　ヨガ入門

水曜午前　ヨガ入門

金曜午前　ヨガ入門（８回コース）

金曜午後　ヨガ入門（８回コース）

金曜夜間　ヨガ入門（6回コース）

ベビーと一緒のママヨガ

メディカルヨガ・ピラティス

①キッズ体操

②キッズトランポリン

※①②のいずれか１教室

いきいき操体健康（市委託事業）

午前　バドミントン入門

夜間　バドミントン初～中級

月曜午後　フラダンス入門

水曜夜間　フラダンス入門

午後　卓球入門

ソフト筋トレ＆ストレッチポール

ミット＆ボディメイク

キッズサッカー入門

一般

（成人）

成人女性

3～ 4歳

5～ 6歳

小学 1～ 3年

成人市民限定

一般

（成人）

成人女性

４歳～小学１年

小学1～ 4年

10時～ 11時 30分

19時 30分～ 21時

10時～ 11時 30分

10時～ 11時 30分

13時 30分～ 15時

19時 30分～ 21時

12時～ 13時

13時～ 14時 30分

14時 30分～ 15時 30分

15時 40分～ 16時 40分

16時 50分～ 17時 50分

10時～ 12時

9時 45分～ 11時 45分

19時 30分～ 21時 30分

13時 30分～ 15時

19時 30分～ 21時

13時 30分～ 15時 30分

９時３０分～１１時３０分

13時 30分～ 14時３０分

１６時１０分～１７時

１７時１０分～１８時

月

月

水

金

金

金

木

水

月

月

月

木

水

水

月

水

水

木

木

水

水

11名

11名

11名

11名

11名

11名

５組

11名

①14名

②10名

①14名

②10名

①14名

②12名

60名

20名 ( 先着 )

20名 ( 先着 )

11名 ( 先着 )

11名 ( 先着 )

15名 ( 先着 )

３０名（先着）

11名 ( 先着 )

20名 ( 先着 )

20名 ( 先着 )

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

5,000円

5,000円

6,000円

6,000円

6,000円

4,800円

4,800円

3,600円

6,000円

6,000円

7,000円

150円（保険料代）

教室名 実施期間 対象 時間 曜日 定員 受講料

教室名 実施期間 対象 時間 曜日 定員 受講料

9月

11月

※一部12月

9月

11月

※一部12月
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Tomigusuku Information 募集・お知らせ

9月 11日（日）は
沖縄県知事選挙の投票日です

▶投票時間　　９月１１日 (日 )　７時～20時
▶期日前投票
　　　　期間　８月26日（金）～９月10日（土）
　　　　時間　８時30分～ 20時
　　　　場所　豊見城市役所 １階　市民交流スペース

10月 9日（日）は
豊見城市長選挙の投票日です

▶投票時間　　10月 9日 ( 日 )　７時～20時
▶期日前投票
　　　　期間　10月 3日（月）～10月 8日（土）
　　　　時間　８時30分～ 20時
　　　　場所　豊見城市役所 １階　市民交流スペース

１０月９日執行予定の豊見城市長選挙の立候補届出方法な
どについての説明会を、下記のとおり開催します。立候補
を予定している方や関係者は出席してください。
（立候補予定者１人につき２人以内の方が出席できます）
日時　８月３０日（火）１５時～
場所　市役所２階 保健センター（選挙管理委員会隣）

産業振興課　☎850-5876選挙管理委員会事務局　☎850-8859

第37回とみぐすく祭り
第8回とみぐすく産業フェスタ

開催中止について
2022 年 11 月 12 日（土）・13 日（日）に開催を予定
しておりました「第 37 回とみぐすく祭り」および「第
8 回とみぐすく産業フェスタ」は、新型コロナウイルス
感染症が拡大している状況を踏まえ、来場者・スタッフ
の健康と安全を最優先に考慮した結果、市祭り実行委員
会において開催中止を決定しました。

開催を楽しみにされていた皆様
には誠に申し訳ございませんが、
何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。

豊見城市長 立候補予定者に対する説明会

中止中止

子育て支援課　☎850-0143

コロナ禍で生理用品の購入にお困りの方へ
【生理用品の無償配布】

豊見城市臨時特別給付金コールセンター　
☎0570-071-103（平日9時～17時）

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金について

国による経済対策の一環として、住民税非課税世帯等に対
し、１世帯あたり10万円の現金を給付します。

▶対 象 者　
　①令和４年度住民税非課税世帯
　　※順次、対象世帯へ確認書を送付しています。

　②家計急変世帯（令和４年１月以降に新型コロナウイル
　　ス感染症の影響を受け家計が急変した世帯）
　　※申請が必要です。申請書が必要な方はコールセン
　　　ターまでご連絡ください。郵送します。 

　③令和３年度住民税非課税世帯
　　※確認書がまだ手元にある方は、お早めにご返送くだ
　　　さい。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済的な理
由等で生理用品の購入が困難な女性を支援するために、
生理用品を無償で配付します。
　▶対 象 者　経済的な理由等で生理用品が購入できない方
　　　　　 （豊見城市在住の方）
　▶配付内容　お一人様1回につき、生理用ナプキン1セット
　【1セットあたり 計 8パック（約4か月分）】
　※昼用（20個入り）4パック、夜用（9個入り）4パック
　※在庫が無くなり次第終了します。
　▶配付施設
　豊見城市社会福祉協議会、わくわく児童館
　真嘉部コミュニティセンター
　豊見城市役所子育て支援課・社会福祉課
　※時間は各配布施設の開館・開庁時間に準じます。

▶申請期限　令和４年９月30日（金）必着
※令和４年９月に家計が急変した世帯のみ、
　令和４年10月 31日（月）必着です。

受取方法の詳細は
市ホームページを
ご確認ください▶▶ 市HP

障がい長寿課　障がい給付班　☎850-5320

特別障害者手当等現況届の
お知らせとご案内

８月は現況届の月です！

8月は特別障害者手当等の現況届の月となっています。
障害児福祉手当および特別障害者手当を受給されている
方へご案内をお送りしますので、期間中に忘れず届出をし
てください。（届出がない場合は、８月分の手当から差し
止めとなりますので、ご注意ください。）

身体または精神の重度の
障害により、日常生活に
おいて常時特別の介護を
要する 20 歳以上の重度
障害者
※所得制限あり。
※基本的に障害が重複す
　る方が対象です。

施設に入所中の方
３か月以上継続して入院
している方

身体または精神の重度の
障害により、日常生活に
おいて常時特別の介護を
要する 20 歳未満の重度
障害児
※所得制限あり。

手当名称 特別障害者手当 障害児福祉手当

こども応援課　☎850-6775

８月１日現在、児童扶養手当、特別児童扶養手当および母
子父子家庭等医療費助成を受給している方、また受給停止
中の方は、受給資格確認のため「現況届」「所得状況届」
を提出する必要があります。対象の方には手続き案内通知
を送付していますので、内容をご確認の上、指定期間内に
手続きください。提出がない場合は、８月分以降の手当が
受給できなくなりますのでご注意ください。
※受給中であるが案内通知が届いていない方はお問い合
　わせください。
▶受付期間（土日・祝日を除く）
　児童扶養手当・母子父子家庭等医療費助成
　８月３１日（水）まで
　特別児童扶養手当
　８月１２日（金）～３１日（水）まで
▶受付時間　８時３０分～１1時３０分、13時～16時30分
▶受付窓口　こども応援課（市役所２階　７-①番窓口）

Tomigusuku Information 募集・お知らせ

対象者 (児 )

該当しない方

支給額

支給月

月額27,300円

申請を行った月の翌月から支給開始

年４回 (2月･5月･8月･11月 )
それぞれの前月分までの3か月分を支給

支給開始

月額14,850円

施設に入所中の方

保育こども園課　☎850-5088保育こども園課　☎850-5088

９月は保育料の切り替え月です！施設等利用給付（幼児教育・保育の無償化）の
認定について 令和 4 年９月からの認定こども園・保育園保育料（２歳児

クラス以下）および副食費の徴収有無（３歳児クラス以上）
は、令和３年度の市町村民税所得割額 (父母合算 )に基づ
いて決定します。保育料算定時に課税情報が確認できない
方は、保育料が最高階層（最高額）または副食費徴収対象
となります。

▶課税証明書の提出が必要な方
　令和 4 年１月１日時点で市外に住所があった方は、当時
お住まいだった市町村から発行される令和 4 年度（令和
3 年分）の市町村民税所得割額、均等割額、税額控除
額の内訳が確認できる証明書（令和 4 年度所得課税証
明書等）の提出が必要となります。

▶税の申告が必要な方
　令和 3 年中の収入について未申告の方は、税務課等で
の申告が必要となります。扶養に入っていた方や、収入
がなかった方も申告をしていただく必要があります。※申
告された方は、必ず保育こども園課までご連絡ください。

▶申告および課税証明書提出期限　８月15日（月）
※保育料が変更となった世帯へ８月以降に別途通知します。
※結婚や離婚などにより世帯の所得に変更があった場合
や、住民税の修正申告を行った場合などは、保育料が変
更となる場合がありますので、必ず下記までお申し出く
ださい。

令和元年 10 月から始まった認可外保育施設等の利用に係
る幼児教育・保育の無償化について、対象者の要件であ
る市町村民税の適用は毎年９月が切り替え月となります。

令和４年度の市町村民税が非課税となったことで、令和４
年９月以降から新たに無償化の対象となる場合は、保育
サービス等の利用開始までに手続きが必要です。
詳しくは市ホームページまたは保育こども園課までお問い
合わせください。

０歳児クラスから２歳児クラス
（令和４年度は、平成３１年４
月２日以降生まれの子ども）

３歳児クラス以上

「保育の必要性の認定」を受
けた市町村民税非課税世帯の
子どもが対象

「保育の必要性の認定」を
受けた子どもが対象
※非課税世帯の要件なし

年　齢 対　象
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Tomigusuku Information 募集・お知らせ

9月 11日（日）は
沖縄県知事選挙の投票日です

▶投票時間　　９月１１日 (日 )　７時～20時
▶期日前投票
　　　　期間　８月26日（金）～９月10日（土）
　　　　時間　８時30分～ 20時
　　　　場所　豊見城市役所 １階　市民交流スペース

10月 9日（日）は
豊見城市長選挙の投票日です

▶投票時間　　10月 9日 ( 日 )　７時～20時
▶期日前投票
　　　　期間　10月 3日（月）～10月 8日（土）
　　　　時間　８時30分～ 20時
　　　　場所　豊見城市役所 １階　市民交流スペース

１０月９日執行予定の豊見城市長選挙の立候補届出方法な
どについての説明会を、下記のとおり開催します。立候補
を予定している方や関係者は出席してください。
（立候補予定者１人につき２人以内の方が出席できます）
日時　８月３０日（火）１５時～
場所　市役所２階 保健センター（選挙管理委員会隣）

産業振興課　☎850-5876選挙管理委員会事務局　☎850-8859

第37回とみぐすく祭り
第8回とみぐすく産業フェスタ

開催中止について
2022 年 11 月 12 日（土）・13 日（日）に開催を予定
しておりました「第 37 回とみぐすく祭り」および「第
8 回とみぐすく産業フェスタ」は、新型コロナウイルス
感染症が拡大している状況を踏まえ、来場者・スタッフ
の健康と安全を最優先に考慮した結果、市祭り実行委員
会において開催中止を決定しました。

開催を楽しみにされていた皆様
には誠に申し訳ございませんが、
何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。

豊見城市長 立候補予定者に対する説明会

中止中止

子育て支援課　☎850-0143

コロナ禍で生理用品の購入にお困りの方へ
【生理用品の無償配布】

豊見城市臨時特別給付金コールセンター　
☎0570-071-103（平日9時～17時）

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金について

国による経済対策の一環として、住民税非課税世帯等に対
し、１世帯あたり10万円の現金を給付します。

▶対 象 者　
　①令和４年度住民税非課税世帯
　　※順次、対象世帯へ確認書を送付しています。

　②家計急変世帯（令和４年１月以降に新型コロナウイル
　　ス感染症の影響を受け家計が急変した世帯）
　　※申請が必要です。申請書が必要な方はコールセン
　　　ターまでご連絡ください。郵送します。 

　③令和３年度住民税非課税世帯
　　※確認書がまだ手元にある方は、お早めにご返送くだ
　　　さい。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済的な理
由等で生理用品の購入が困難な女性を支援するために、
生理用品を無償で配付します。
　▶対 象 者　経済的な理由等で生理用品が購入できない方
　　　　　 （豊見城市在住の方）
　▶配付内容　お一人様1回につき、生理用ナプキン1セット
　【1セットあたり 計 8パック（約4か月分）】
　※昼用（20個入り）4パック、夜用（9個入り）4パック
　※在庫が無くなり次第終了します。
　▶配付施設
　豊見城市社会福祉協議会、わくわく児童館
　真嘉部コミュニティセンター
　豊見城市役所子育て支援課・社会福祉課
　※時間は各配布施設の開館・開庁時間に準じます。

▶申請期限　令和４年９月30日（金）必着
※令和４年９月に家計が急変した世帯のみ、
　令和４年10月 31日（月）必着です。

受取方法の詳細は
市ホームページを
ご確認ください▶▶ 市HP

障がい長寿課　障がい給付班　☎850-5320

特別障害者手当等現況届の
お知らせとご案内

８月は現況届の月です！

8月は特別障害者手当等の現況届の月となっています。
障害児福祉手当および特別障害者手当を受給されている
方へご案内をお送りしますので、期間中に忘れず届出をし
てください。（届出がない場合は、８月分の手当から差し
止めとなりますので、ご注意ください。）

身体または精神の重度の
障害により、日常生活に
おいて常時特別の介護を
要する 20 歳以上の重度
障害者
※所得制限あり。
※基本的に障害が重複す
　る方が対象です。

施設に入所中の方
３か月以上継続して入院
している方

身体または精神の重度の
障害により、日常生活に
おいて常時特別の介護を
要する 20 歳未満の重度
障害児
※所得制限あり。

手当名称 特別障害者手当 障害児福祉手当

こども応援課　☎850-6775

８月１日現在、児童扶養手当、特別児童扶養手当および母
子父子家庭等医療費助成を受給している方、また受給停止
中の方は、受給資格確認のため「現況届」「所得状況届」
を提出する必要があります。対象の方には手続き案内通知
を送付していますので、内容をご確認の上、指定期間内に
手続きください。提出がない場合は、８月分以降の手当が
受給できなくなりますのでご注意ください。
※受給中であるが案内通知が届いていない方はお問い合
　わせください。
▶受付期間（土日・祝日を除く）
　児童扶養手当・母子父子家庭等医療費助成
　８月３１日（水）まで
　特別児童扶養手当
　８月１２日（金）～３１日（水）まで
▶受付時間　８時３０分～１1時３０分、13時～16時30分
▶受付窓口　こども応援課（市役所２階　７-①番窓口）

Tomigusuku Information 募集・お知らせ

対象者 (児 )

該当しない方

支給額

支給月

月額27,300円

申請を行った月の翌月から支給開始

年４回 (2月･5月･8月･11月 )
それぞれの前月分までの3か月分を支給

支給開始

月額14,850円

施設に入所中の方

保育こども園課　☎850-5088保育こども園課　☎850-5088

９月は保育料の切り替え月です！施設等利用給付（幼児教育・保育の無償化）の
認定について 令和 4 年９月からの認定こども園・保育園保育料（２歳児

クラス以下）および副食費の徴収有無（３歳児クラス以上）
は、令和３年度の市町村民税所得割額 (父母合算 )に基づ
いて決定します。保育料算定時に課税情報が確認できない
方は、保育料が最高階層（最高額）または副食費徴収対象
となります。

▶課税証明書の提出が必要な方
　令和 4 年１月１日時点で市外に住所があった方は、当時
お住まいだった市町村から発行される令和 4 年度（令和
3 年分）の市町村民税所得割額、均等割額、税額控除
額の内訳が確認できる証明書（令和 4 年度所得課税証
明書等）の提出が必要となります。

▶税の申告が必要な方
　令和 3 年中の収入について未申告の方は、税務課等で
の申告が必要となります。扶養に入っていた方や、収入
がなかった方も申告をしていただく必要があります。※申
告された方は、必ず保育こども園課までご連絡ください。

▶申告および課税証明書提出期限　８月15日（月）
※保育料が変更となった世帯へ８月以降に別途通知します。
※結婚や離婚などにより世帯の所得に変更があった場合
や、住民税の修正申告を行った場合などは、保育料が変
更となる場合がありますので、必ず下記までお申し出く
ださい。

令和元年 10 月から始まった認可外保育施設等の利用に係
る幼児教育・保育の無償化について、対象者の要件であ
る市町村民税の適用は毎年９月が切り替え月となります。

令和４年度の市町村民税が非課税となったことで、令和４
年９月以降から新たに無償化の対象となる場合は、保育
サービス等の利用開始までに手続きが必要です。
詳しくは市ホームページまたは保育こども園課までお問い
合わせください。

０歳児クラスから２歳児クラス
（令和４年度は、平成３１年４
月２日以降生まれの子ども）

３歳児クラス以上

「保育の必要性の認定」を受
けた市町村民税非課税世帯の
子どもが対象

「保育の必要性の認定」を
受けた子どもが対象
※非課税世帯の要件なし

年　齢 対　象
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熱中症予防とコロナ感染対策防止

暑さ指数（WBGT） ポイント 行動の目安

熱中症警戒アラートとは !?
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が高いと予想される日の「前日の夕方」または「当日早朝」に発表され、暑さ指数
（WBGT）を使って注意を呼びかけています。暑さ指数（WBGT）は、熱中症を予防することを目的とした①湿度 ②日射・輻
射 ③気温をもとにした指標です。暑さ指数（WBGT）を行動の目安にし、熱中症に注意しましょう。

※去年8～9月の61日間では【危険】13日・
【厳重警戒】48 日で占められ、熱中症の危険
が高い暑さが続きました（那覇の昼間の最高
暑さ指数）。今年の夏も、去年と同様の暑さ
が続くと予想されますので、家族や職場で声
をかけあい、熱中症予防行動を積極的にとり
ましょう。

豊見城市では次の区域を対象として、区域内の住宅（諸
条件あり）に居住するものが航空機騒音防止工事を行う
際に、予算の範囲内において補助金を交付しています。

■対象区域
　那覇空港周辺地域（字与根、瀬長、田頭、名嘉地の一部）
　のうち、国土交通大臣により第 1 種区域に指定された
　区域

■対象住宅
　上記の対象区域内において、「昭和 52 年９月 28 日以
　前に現に所在する住宅」および「昭和 52年９月 29日
　以降昭和57年３月 30日以前に現に所有する住宅」

■受付期間
　令和4年 12月末（予定）まで

豊見城市では単独処理浄化槽から合併処理浄化槽 (５～７
人槽 ) へ切替工事を実施する方に対して補助金を交付して
います。

■対象者
　市内の公共下水道、農業集落排水区域外において既設
　の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替を予定
　している方。（下水道事業計画区域だが 7 年以内に整
　備予定がない地域も対象）
　　※新築の住宅は交付対象外です。
　　※補助金の交付申請前に工事を着手した場合、
　　　補助金交付の対象外となります。

■受付期間
　令和4年 12月末まで

■運動時はマスクをはずしましょう【近距離（2ｍ以内を目安）
で会話をするときはマスクを着用】
■屋外での散歩やランニング、通勤、通学等もマスク着用は必
要ありません。
■エアコンを使用するときもこまめに換気をしましょう（窓とド
アなど2か所を開ける）（扇風機や換気扇を併用する）

健康のためのお役立ち情報
を発信しています

こんにちは！保健師です

健康推進課 ☎850-0162

①住宅騒音防止対策事業
（空気調和機器設置工事等）のお知らせ

②浄化槽の切替工事補助金について

【危　　険】

【厳重警戒】

【警　　戒】

【注　　意】

【ほぼ安全】

外出はなるべく避け、涼しい室内で生活する

炎天下での外出を避け、室内でも温度上昇に注意する

運動や激しい作業をする際は、積極的に水分・塩分・休息をとる

熱中症の危険は大きくないが、激しい運動時には熱中症になる危険が増すため、
積極的に水分・塩分を補給する

運動・激しい作業は
控える

積極的に水分補給、
休憩をとる

適宜水分補給

生活環境課 ☎850-5520

①②の申請方法等については生活環境課まで
お問い合わせください。

31

17 　　　　  2022.8

INFORMATION

新型コロナウイルスの影響に
伴う国民年金保険料免除申請
の受付

新型コロナウイルス感染症の影響による業
務や売り上げの減少で所得が相当程度まで
下がった場合、臨時特例措置として本人申告
の所得見込額を用いた簡易な手続きによる
国民年金保険料免除申請が可能です。
【対象となる期間】
令和4年7月分～令和5年6月分まで
対 次の2つ全てに該当する方

①令和2年2月以降に、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で業務が失われた
等により収入が減少した方

②令和3年1月以降の所得状況見込額
が国民年金保険料免除基準相当にな
ることが見込まれる方

準 ①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　　 ②所得の申立書（臨時特例用）
申 上記①②に必要事項を記入し、那覇年金

事務所または市役所国民年金窓口へ申請
■申請書は日本年金機構HP
　　からダウンロードできます。
■申請書等を郵送してほしい
　　場合は、那覇年金事務所へ
　　お問い合わせください。
■新型コロナウイルス感染防止の観点から
　　郵送での提出をご活用ください。
問 年金加入者ダイヤル　☎０５７０-0０３-００４

那覇年金事務所　☎855-1122（②－②）
市民課　国民年金班　☎850-0139

国民健康保険医療費の一部
負担金（自己負担額）の減免等

世帯主または世帯に属する方が災害など
特別な事情により収入が著しく減少し、生
活困難となっている場合、一部負担金の減
額または免除等を受けられる場合があり
ます。
【申請の際に必要な書類等】
①生活状況申告書　②給与証明書
③その他申請理由を証明する資料など
問 国民健康保険課　☎850-0160

新型コロナ感染症に関する国
保税・後期保険料の減免制度

期 令和５年３月３１日（金）まで
対 (1)新型コロナウイルス感染症により、

主たる生計維持者が死亡または重
篤な傷病を負った世帯（※）

 (2)新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、主たる生計維持者の事業等の廃止
や失業または給与・事業収入等の減少
が見込まれ、主たる生計維持者につい
て次の３つすべてに該当する世帯（※）

   ①令和４年の給与・事業収入等の減少見
　　　　込みが令和３年の１０分の３以上
　　　　※給付金による収入を除く
   ②令和３年の所得合計金額額が1,000
　　　　万円以下
   ③収入の減少が見込まれる所得以外の令和
　　   ３年の所得合計金額が４００万円以下

（※）…後期高齢者医療保険料の場合は被
　　　　　保険者
【減免の対象となる国保税・後期保険料】
令和４年４月１日から令和５年３月３１日ま
での間に納期限が設定されているもの
※対象の世帯や所得に応じて、全部または
　 一部が免除されます。
問 国民健康保険課　国保税　☎850-0142
　　　　　　　　　　　　　後期保険料　☎850-0160

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料の納付

8月は国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料第2期の納付月です。納期内に自主納
付をお願いします。コンビニやスマホ決済
アプリでの納付も可能です。やむを得ない
事情で期限内に納付できない場合は、「納
税相談」「分割による納付手続き」などもあ
ります。早めにお問い合わせください。
▶口座振替をご利用になると便利です！
金融機関、もしくは対象税目の各担当課窓
口で申し込みが可能です。詳しくは各担当
課窓口へお問い合わせください。
問 国民健康保険課　国保税　☎850-0142
　　　　　　　　　　　　　後期保険料　☎850-0160

日：日時 場：場所 定：定員
対：対象者 準：準備物 内：内容
申：申込み 期：期限 問：問合せ

ー税・保険・年金ー

個人事業者の消費税および
地方消費税の中間申告と納付

個人事業者の方で、令和3年分の確定消費
税額(地方消費税額は含まない)が４８万円
を超える方は、消費税および地方消費税の
中間申告と納付が必要です。
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。

年１回の中間申告の申告・納付期限

８月３１日(水)
振替納税利用の場合の口座振替日

９月２８日(水)

問 那覇税務署　☎867-3101

傷病手当金の適用期間が
さらに延長されました

国民健康保険または後期高齢者医療保険
に加入している被用者（給与の支払いを受
けている者）が新型コロナウイルス感染症
に感染した場合、または発熱などの症状が
あり当該感染症と疑われた場合、その療養
のため労務に服することができなかった
期間に支給される傷病手当金の適用期間
が令和４年9月３０日（金）まで延長されま
した。詳しくは担当課までお問い合わせく
ださい。
問 国民健康保険課　☎850-0160
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熱中症予防とコロナ感染対策防止

暑さ指数（WBGT） ポイント 行動の目安

熱中症警戒アラートとは !?
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が高いと予想される日の「前日の夕方」または「当日早朝」に発表され、暑さ指数
（WBGT）を使って注意を呼びかけています。暑さ指数（WBGT）は、熱中症を予防することを目的とした①湿度 ②日射・輻
射 ③気温をもとにした指標です。暑さ指数（WBGT）を行動の目安にし、熱中症に注意しましょう。

※去年8～9月の61日間では【危険】13日・
【厳重警戒】48 日で占められ、熱中症の危険
が高い暑さが続きました（那覇の昼間の最高
暑さ指数）。今年の夏も、去年と同様の暑さ
が続くと予想されますので、家族や職場で声
をかけあい、熱中症予防行動を積極的にとり
ましょう。

豊見城市では次の区域を対象として、区域内の住宅（諸
条件あり）に居住するものが航空機騒音防止工事を行う
際に、予算の範囲内において補助金を交付しています。

■対象区域
　那覇空港周辺地域（字与根、瀬長、田頭、名嘉地の一部）
　のうち、国土交通大臣により第 1 種区域に指定された
　区域

■対象住宅
　上記の対象区域内において、「昭和 52 年９月 28 日以
　前に現に所在する住宅」および「昭和 52年９月 29日
　以降昭和57年３月 30日以前に現に所有する住宅」

■受付期間
　令和4年 12月末（予定）まで

豊見城市では単独処理浄化槽から合併処理浄化槽 (５～７
人槽 ) へ切替工事を実施する方に対して補助金を交付して
います。

■対象者
　市内の公共下水道、農業集落排水区域外において既設
　の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替を予定
　している方。（下水道事業計画区域だが 7 年以内に整
　備予定がない地域も対象）
　　※新築の住宅は交付対象外です。
　　※補助金の交付申請前に工事を着手した場合、
　　　補助金交付の対象外となります。

■受付期間
　令和4年 12月末まで

■運動時はマスクをはずしましょう【近距離（2ｍ以内を目安）
で会話をするときはマスクを着用】
■屋外での散歩やランニング、通勤、通学等もマスク着用は必
要ありません。
■エアコンを使用するときもこまめに換気をしましょう（窓とド
アなど2か所を開ける）（扇風機や換気扇を併用する）

健康のためのお役立ち情報
を発信しています

こんにちは！保健師です

健康推進課 ☎850-0162

①住宅騒音防止対策事業
（空気調和機器設置工事等）のお知らせ

②浄化槽の切替工事補助金について

【危　　険】

【厳重警戒】

【警　　戒】

【注　　意】

【ほぼ安全】

外出はなるべく避け、涼しい室内で生活する

炎天下での外出を避け、室内でも温度上昇に注意する

運動や激しい作業をする際は、積極的に水分・塩分・休息をとる

熱中症の危険は大きくないが、激しい運動時には熱中症になる危険が増すため、
積極的に水分・塩分を補給する

運動・激しい作業は
控える

積極的に水分補給、
休憩をとる

適宜水分補給

生活環境課 ☎850-5520

①②の申請方法等については生活環境課まで
お問い合わせください。

31

17 　　　　  2022.8

INFORMATION

新型コロナウイルスの影響に
伴う国民年金保険料免除申請
の受付

新型コロナウイルス感染症の影響による業
務や売り上げの減少で所得が相当程度まで
下がった場合、臨時特例措置として本人申告
の所得見込額を用いた簡易な手続きによる
国民年金保険料免除申請が可能です。
【対象となる期間】
令和4年7月分～令和5年6月分まで
対 次の2つ全てに該当する方

①令和2年2月以降に、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で業務が失われた
等により収入が減少した方

②令和3年1月以降の所得状況見込額
が国民年金保険料免除基準相当にな
ることが見込まれる方

準 ①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　　 ②所得の申立書（臨時特例用）
申 上記①②に必要事項を記入し、那覇年金

事務所または市役所国民年金窓口へ申請
■申請書は日本年金機構HP
　　からダウンロードできます。
■申請書等を郵送してほしい
　　場合は、那覇年金事務所へ
　　お問い合わせください。
■新型コロナウイルス感染防止の観点から
　　郵送での提出をご活用ください。
問 年金加入者ダイヤル　☎０５７０-0０３-００４

那覇年金事務所　☎855-1122（②－②）
市民課　国民年金班　☎850-0139

国民健康保険医療費の一部
負担金（自己負担額）の減免等

世帯主または世帯に属する方が災害など
特別な事情により収入が著しく減少し、生
活困難となっている場合、一部負担金の減
額または免除等を受けられる場合があり
ます。
【申請の際に必要な書類等】
①生活状況申告書　②給与証明書
③その他申請理由を証明する資料など
問 国民健康保険課　☎850-0160

新型コロナ感染症に関する国
保税・後期保険料の減免制度

期 令和５年３月３１日（金）まで
対 (1)新型コロナウイルス感染症により、

主たる生計維持者が死亡または重
篤な傷病を負った世帯（※）

 (2)新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、主たる生計維持者の事業等の廃止
や失業または給与・事業収入等の減少
が見込まれ、主たる生計維持者につい
て次の３つすべてに該当する世帯（※）

   ①令和４年の給与・事業収入等の減少見
　　　　込みが令和３年の１０分の３以上
　　　　※給付金による収入を除く
   ②令和３年の所得合計金額額が1,000
　　　　万円以下
   ③収入の減少が見込まれる所得以外の令和
　　   ３年の所得合計金額が４００万円以下

（※）…後期高齢者医療保険料の場合は被
　　　　　保険者
【減免の対象となる国保税・後期保険料】
令和４年４月１日から令和５年３月３１日ま
での間に納期限が設定されているもの
※対象の世帯や所得に応じて、全部または
　 一部が免除されます。
問 国民健康保険課　国保税　☎850-0142
　　　　　　　　　　　　　後期保険料　☎850-0160

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料の納付

8月は国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料第2期の納付月です。納期内に自主納
付をお願いします。コンビニやスマホ決済
アプリでの納付も可能です。やむを得ない
事情で期限内に納付できない場合は、「納
税相談」「分割による納付手続き」などもあ
ります。早めにお問い合わせください。
▶口座振替をご利用になると便利です！
金融機関、もしくは対象税目の各担当課窓
口で申し込みが可能です。詳しくは各担当
課窓口へお問い合わせください。
問 国民健康保険課　国保税　☎850-0142
　　　　　　　　　　　　　後期保険料　☎850-0160

日：日時 場：場所 定：定員
対：対象者 準：準備物 内：内容
申：申込み 期：期限 問：問合せ

ー税・保険・年金ー

個人事業者の消費税および
地方消費税の中間申告と納付

個人事業者の方で、令和3年分の確定消費
税額(地方消費税額は含まない)が４８万円
を超える方は、消費税および地方消費税の
中間申告と納付が必要です。
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。

年１回の中間申告の申告・納付期限

８月３１日(水)
振替納税利用の場合の口座振替日

９月２８日(水)

問 那覇税務署　☎867-3101

傷病手当金の適用期間が
さらに延長されました

国民健康保険または後期高齢者医療保険
に加入している被用者（給与の支払いを受
けている者）が新型コロナウイルス感染症
に感染した場合、または発熱などの症状が
あり当該感染症と疑われた場合、その療養
のため労務に服することができなかった
期間に支給される傷病手当金の適用期間
が令和４年9月３０日（金）まで延長されま
した。詳しくは担当課までお問い合わせく
ださい。
問 国民健康保険課　☎850-0160
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安心・確実・スピーディー
信頼と実績の紙リサイクルシステムです。

古紙リサイクル
段ボール・新聞・雑誌・紙パックなど、
古紙を良質な紙にリサイクルします

ペットボトル粉砕・発泡スチロール減容
ペットボトル粉砕及び、発泡スチロール
減容機で、再資源化（リサイクル）

機密文書処理
お客様の目の前で裁断処理し、
かつ資源リサイクルを行う仕組みです

データイレースサービス
磁気・光メディア内のデータを完全消去する
全国初の「出張データ消去サービス」

株式会社ふじ産業
TEL.098-851-1122
［豊崎営業所］ 沖縄県豊見城市豊崎3-23番地

営業時間ー
8:30～17:30
定休日ー
毎週日曜日
正月（1月1日～3日）

株式会社 ふじ産業｜広報とみぐすく 広告 （175×44）
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「健康スリム倶楽部」受講生募
集（生活習慣病予防教室）

意外と知らない「正しい」知識や実践方法
について、医師、管理栄養士、健康運動指導
士等がわかりやすく教えます。
※参加者は健康管理センターでの食事付き
※参加時はマスク着用
※参加費無料
日 9月２4日（土）１０時～１４時
　　（教室１０時～１３時、食事１３時～１４時）
場 豊見城中央病院附属 健康管理センター
対 20歳～６４歳の市民 ※妊娠中の方や医

師から運動制限の指示のある方は対象外
申 9月１２日（月）まで　定 １５人
　　申込書は健康推進課で配布、または市
　　HPからダウンロード 電話でも申込可
問 健康推進課 ☎850-0162
　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ856-7046

「やさしいみまもり」サービス
モニター無料体験の募集

沖縄電力グループがお届けする、カメラも
マイクも使わないプライバシーに配慮した

「やさしいみまもり」無料モニターを募集
します。
期 令和５年３月31日（金）まで
申 おきでんCplusC
対 65 歳以上の市民または
　　その家族
問 おきでんCplusC（シープラスシー）
☎0120-425-065（平日9時～17時）

ー生活・環境・安全ー

指定給水工事　事業者当番
（8月・9月）

▼道路側修理当番
8月（株）大盛建設工業 ☎856-2137
9月（有）大設工業　　　　 ☎856-0611
▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）
宅地内修理のご用命は、市ＨＰ「豊見城市指
定給水装置工事事業者名簿」から。
問 上下水道部 施設課 ☎850-0111

マシントレーニング事業
（第2クール）参加者募集

マシントレーニング・ストレッチ・バランス
運動を専門のスタッフが分かりやすく教
えます。転倒しにくい身体づくりが介護予
防につながります。（一般介護予防事業）
日 9月～10月　火・水・金の３クラス
　　（１回あたり９０分/週１回　計８回）
　　※クラスは年齢等を考慮し、編成します。
場 市社会福祉協議会
対 65歳以上の市民で、運動制限がない方
申 担当窓口において事前に申請
期 ８月1９日(金)まで
定 各６人（定員を超えた場合は抽選。初め

ての方が優先）
問 障がい長寿課　☎856-4292

男性の料理教室
(食生活改善推進員協議会事業)

生姜焼き・きんぴらごぼうに挑戦！
料理初心者の方もぜひどうぞ。
※事前予約が必要　※参加時はマスク着用
日 １０月19日（水）　10時～１２時
場 市立中央公民館　調理室
対 市内在住の男性　定 １０人　参加費 ３００円
準 エプロン、バンダナ、ハンドタオル、筆記

用具
申 １０月１2日（水）までに担当課へ申し込み
問 健康推進課　☎850-0162

(初心者向け)
料理教室の参加者募集

独り暮らしで同じものばかり食べている、
料理なんてしたことないけど家族に料理
を振る舞ってみたい、そんな方におすすめ
の教室です。 料理をすることは認知症予防
にも効果的です。 ※事前予約が必要です。
日 9月6日、１３日、20日、２７日
　 10時～１3時　　（毎週火曜日　全４回）
場 市立中央公民館　調理室
対 65歳以上の市民　定 １0人
申 8月１9日（金）までに担当課へ申し込み
　　 ※材料は自己負担になります。
問 障がい長寿課　☎856-4292

豊見城市ウェブ口座振替受
付サービス

学校給食費や水道料金などの公共料金
のお支払いに便利な口座振替を、スマート
フォンやPCからご自宅で簡単にお申し込
みできます。金融機関の窓口に行く必要
がなく、営業時間外でも申し込みが可能で
す。新型コロナウイルス感染症対策の観点
からも、是非ご利用ください。
※個人の普通預貯金口座が対象です。

【利用可能な金融機関】
琉球銀行、沖縄銀行
沖縄海邦銀行
ゆうちょ銀行
沖縄県労働金庫
コザ信用金庫
※沖縄県農業協同組合は
　　ウェブ口座振替受付
　　サービスでの申し込み
　　ができません。

ペアレント・トレーニング講
座受講生の募集

発達障がいなど特別な支援が必要な子ど
もへの適した関わり方を学ぶことで、より
良い親子の関係づくりを目指す講座です。
日 令和4年9月１4日（水）から
　　 令和5年1月11日（水）までの
　　 第２・第４水曜日１4時～１5時30分
場 市役所２階
対 市内在住 で次の①②に該当する方
①全８回の講座全て受講が可能な方
②発達障がい、または発達の偏りが気にな

る子ども（未就学児～小学生）の保護者
　　※保護者１人のみの参加
申 担当課へ電話で申し込み
定 ８人先着順
問 障がい長寿課 ☎85０-５３２０

生活困窮者自立支援の相談
相談窓口では、一人ひとりの状況に合わせて
支援プランを作成し、専門の支援員が寄り添
いながら、他の専門機関と連携して、解決に
向けた支援を行います。相談は無料、電話で
面談日の予約をするとスムーズです。
日 月～金 9時～17時　※相談受付は16時まで
　　（12～13時、祝日、年末年始を除く）
場 市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
　　（市役所２階　社会福祉課内）
対 仕事や生活で困り事や不安をお持ちの方
問 市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
　　 ☎850-1067

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金の支給およ
び再支給について

社会福祉協議会における緊急小口資金等
の特例貸付について、総合支援資金の再貸
付を終了した世帯や、再貸付について不承
認とされた世帯、緊急小口資金および総合
支援資金（初回）のいずれも終了した世帯、
または自立支援金（初回）の受給が終了し
た世帯に対して「新型コロナウイルス感染
症生活困窮者自立支援金」を支給します。
期 8月３1日(水)まで　※消印有効
    ９時～１６時３０分（１２時～１３時除く）
場 社会福祉課 (市役所2階　12-②窓口)
対 対象者等については、収入要件や資産

要件、求職等要件がありますので、市ＨＰ
または下記までお問い合わせください。

【支給額（月額）】　※支給期間は３か月
単身(１人)世帯：６万円　２人世帯：８万円
３人以上世帯：１０万円
◆申請手続きや相談は原則、
　　郵送・電話でお願いします。
◆来所前には必ず電話予約を
　　お願いしており、電話予約なしでの来所
　　は長時間お待たせすることがあります。
問 制度に関すること　厚生労働省コールセンター
   ☎0120-46-8030（平日９時～17時）
   申請に関すること　社会福祉課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎850-0141

国民年金保険料は口座振替・
クレジットカードでの納付がお得

国民年金保険料は、口座振替またはクレジッ
トカード納付をすることで金融機関やコンビ
ニで納付する手間が省け、保険料の納め忘れ
がありません。
▶6か月、1年、2年分をまとめて前納するとお
　 得です。

【前納割引額(令和４年度額)】

納付方法 ６か月前納 １年前納 ２年前納

口座振替 1,130円 4,170円 15,790円

クレジットカード 　810円 3,530円 14,540円

【申込受付】　
①口座振替
那覇年金事務所または振替をする金融機関
②クレジットカード納付　那覇年金事務所

【申込期限】
①6か月(4月分～9月分)前納

・1年前納・2年前納
2月末日（納付日は4月末日）

  ②6か月(10月分～翌年3月分)前納
8月末日（納付日は10月末日）

■８月末は６か月前納(10月分～翌年3月
分)の申込期限月です。前納をご検討して
いる方は早めにお手続きください。

■申請書は那覇年金事務所
　 HPからダウンロードでき
　 ます。
問 那覇年金事務所　☎855-1122（②－②）
　  市民課　国民年金班　☎850-0139

毎月勤労統計調査特別調査
を実施します

市内の一部事業所を対象に、毎月勤労統計
調査の「特別調査」が実施されます。
期 ８月、９月　場 市内全域
対 市内一部小規模事業所

（常用労働者1～4人を雇用する事業所）
問 企画調整課　☎850-0364

危険生物にご注意ください

【ハブに注意！ 】
県内には猛毒を有するハブが生息し、年
間50～60人前後のハブ咬症患者が発生
しております。ハブによる咬症被害を未
然に防ぐために、草刈りやネズミの駆除
を行い、環境を整えましょう。また草むら
や農地、夜間に歩行する際には十分注意
するよう心がけましょう。
▶ハブ抗毒素常備　医療機関
　　豊見城中央病院　　　☎851-0501
　　友愛医療センター　☎850-3811
　　南部徳洲会病院 　　☎998-3221
　　沖縄協同病院　　　　　☎853-1200
▶お問い合わせ先
　　生活環境課　　　　　　　☎850-5520
　　豊見城警察署　　　　　☎850-0110
　【ハチに注意！】
気温が高くなるとハチの活動が活発化しま
す。市ではハチの駆除等は行っていないた
め、個人の敷地内にあるハチの巣の駆除は、
所有者または管理者でハチ専門業者に依頼
するなどの対応をお願いします。県内で主に
生息するハチは以下の通りです。
▶ミツバチ、アシナガバチ、スズメバチ、ツチ

バチなど
▶アシナガバチ、スズメバチは攻撃性が特に

高いため、専門業者に依頼してください。
　 （参考：新垣養蜂園 ☎884-0814)

【ハブクラゲに注意！】
この時期は、海水浴、マリンレジャー等で海
の出入りが多く、ハブクラゲの刺症被害も
多く発生しています。海水浴は、肌の露出を
避け、できるだけハブクラゲ侵入防止ネット
の中で泳ぐようにしましょう。
▶ハブクラゲに刺された場合
①海からあがり、激しい動きをしないで、身

近な人に助けを求めましょう。
②刺された部分をこすらずに、酢（食酢）をか

けて触手を取り除き、氷や冷水で冷やし
ましょう。

③応急処置をし、早急に医療機関で治療を
受けましょう。

問 生活環境課 ☎850-5520
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安心・確実・スピーディー
信頼と実績の紙リサイクルシステムです。

古紙リサイクル
段ボール・新聞・雑誌・紙パックなど、
古紙を良質な紙にリサイクルします

ペットボトル粉砕・発泡スチロール減容
ペットボトル粉砕及び、発泡スチロール
減容機で、再資源化（リサイクル）

機密文書処理
お客様の目の前で裁断処理し、
かつ資源リサイクルを行う仕組みです

データイレースサービス
磁気・光メディア内のデータを完全消去する
全国初の「出張データ消去サービス」

株式会社ふじ産業
TEL.098-851-1122
［豊崎営業所］ 沖縄県豊見城市豊崎3-23番地

営業時間ー
8:30～17:30
定休日ー
毎週日曜日
正月（1月1日～3日）

株式会社 ふじ産業｜広報とみぐすく 広告 （175×44）
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「健康スリム倶楽部」受講生募
集（生活習慣病予防教室）

意外と知らない「正しい」知識や実践方法
について、医師、管理栄養士、健康運動指導
士等がわかりやすく教えます。
※参加者は健康管理センターでの食事付き
※参加時はマスク着用
※参加費無料
日 9月２4日（土）１０時～１４時
　　（教室１０時～１３時、食事１３時～１４時）
場 豊見城中央病院附属 健康管理センター
対 20歳～６４歳の市民 ※妊娠中の方や医

師から運動制限の指示のある方は対象外
申 9月１２日（月）まで　定 １５人
　　申込書は健康推進課で配布、または市
　　HPからダウンロード 電話でも申込可
問 健康推進課 ☎850-0162
　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ856-7046

「やさしいみまもり」サービス
モニター無料体験の募集

沖縄電力グループがお届けする、カメラも
マイクも使わないプライバシーに配慮した

「やさしいみまもり」無料モニターを募集
します。
期 令和５年３月31日（金）まで
申 おきでんCplusC
対 65 歳以上の市民または
　　その家族
問 おきでんCplusC（シープラスシー）
☎0120-425-065（平日9時～17時）

ー生活・環境・安全ー

指定給水工事　事業者当番
（8月・9月）

▼道路側修理当番
8月（株）大盛建設工業 ☎856-2137
9月（有）大設工業　　　　 ☎856-0611
▼宅地内修理当番（※宅地内修理は有料）
宅地内修理のご用命は、市ＨＰ「豊見城市指
定給水装置工事事業者名簿」から。
問 上下水道部 施設課 ☎850-0111

マシントレーニング事業
（第2クール）参加者募集

マシントレーニング・ストレッチ・バランス
運動を専門のスタッフが分かりやすく教
えます。転倒しにくい身体づくりが介護予
防につながります。（一般介護予防事業）
日 9月～10月　火・水・金の３クラス
　　（１回あたり９０分/週１回　計８回）
　　※クラスは年齢等を考慮し、編成します。
場 市社会福祉協議会
対 65歳以上の市民で、運動制限がない方
申 担当窓口において事前に申請
期 ８月1９日(金)まで
定 各６人（定員を超えた場合は抽選。初め

ての方が優先）
問 障がい長寿課　☎856-4292

男性の料理教室
(食生活改善推進員協議会事業)

生姜焼き・きんぴらごぼうに挑戦！
料理初心者の方もぜひどうぞ。
※事前予約が必要　※参加時はマスク着用
日 １０月19日（水）　10時～１２時
場 市立中央公民館　調理室
対 市内在住の男性　定 １０人　参加費 ３００円
準 エプロン、バンダナ、ハンドタオル、筆記

用具
申 １０月１2日（水）までに担当課へ申し込み
問 健康推進課　☎850-0162

(初心者向け)
料理教室の参加者募集

独り暮らしで同じものばかり食べている、
料理なんてしたことないけど家族に料理
を振る舞ってみたい、そんな方におすすめ
の教室です。 料理をすることは認知症予防
にも効果的です。 ※事前予約が必要です。
日 9月6日、１３日、20日、２７日
　 10時～１3時　　（毎週火曜日　全４回）
場 市立中央公民館　調理室
対 65歳以上の市民　定 １0人
申 8月１9日（金）までに担当課へ申し込み
　　 ※材料は自己負担になります。
問 障がい長寿課　☎856-4292

豊見城市ウェブ口座振替受
付サービス

学校給食費や水道料金などの公共料金
のお支払いに便利な口座振替を、スマート
フォンやPCからご自宅で簡単にお申し込
みできます。金融機関の窓口に行く必要
がなく、営業時間外でも申し込みが可能で
す。新型コロナウイルス感染症対策の観点
からも、是非ご利用ください。
※個人の普通預貯金口座が対象です。

【利用可能な金融機関】
琉球銀行、沖縄銀行
沖縄海邦銀行
ゆうちょ銀行
沖縄県労働金庫
コザ信用金庫
※沖縄県農業協同組合は
　　ウェブ口座振替受付
　　サービスでの申し込み
　　ができません。

ペアレント・トレーニング講
座受講生の募集

発達障がいなど特別な支援が必要な子ど
もへの適した関わり方を学ぶことで、より
良い親子の関係づくりを目指す講座です。
日 令和4年9月１4日（水）から
　　 令和5年1月11日（水）までの
　　 第２・第４水曜日１4時～１5時30分
場 市役所２階
対 市内在住 で次の①②に該当する方
①全８回の講座全て受講が可能な方
②発達障がい、または発達の偏りが気にな

る子ども（未就学児～小学生）の保護者
　　※保護者１人のみの参加
申 担当課へ電話で申し込み
定 ８人先着順
問 障がい長寿課 ☎85０-５３２０

生活困窮者自立支援の相談
相談窓口では、一人ひとりの状況に合わせて
支援プランを作成し、専門の支援員が寄り添
いながら、他の専門機関と連携して、解決に
向けた支援を行います。相談は無料、電話で
面談日の予約をするとスムーズです。
日 月～金 9時～17時　※相談受付は16時まで
　　（12～13時、祝日、年末年始を除く）
場 市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
　　（市役所２階　社会福祉課内）
対 仕事や生活で困り事や不安をお持ちの方
問 市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
　　 ☎850-1067

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金の支給およ
び再支給について

社会福祉協議会における緊急小口資金等
の特例貸付について、総合支援資金の再貸
付を終了した世帯や、再貸付について不承
認とされた世帯、緊急小口資金および総合
支援資金（初回）のいずれも終了した世帯、
または自立支援金（初回）の受給が終了し
た世帯に対して「新型コロナウイルス感染
症生活困窮者自立支援金」を支給します。
期 8月３1日(水)まで　※消印有効
    ９時～１６時３０分（１２時～１３時除く）
場 社会福祉課 (市役所2階　12-②窓口)
対 対象者等については、収入要件や資産

要件、求職等要件がありますので、市ＨＰ
または下記までお問い合わせください。

【支給額（月額）】　※支給期間は３か月
単身(１人)世帯：６万円　２人世帯：８万円
３人以上世帯：１０万円
◆申請手続きや相談は原則、
　　郵送・電話でお願いします。
◆来所前には必ず電話予約を
　　お願いしており、電話予約なしでの来所
　　は長時間お待たせすることがあります。
問 制度に関すること　厚生労働省コールセンター
   ☎0120-46-8030（平日９時～17時）
   申請に関すること　社会福祉課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎850-0141

国民年金保険料は口座振替・
クレジットカードでの納付がお得

国民年金保険料は、口座振替またはクレジッ
トカード納付をすることで金融機関やコンビ
ニで納付する手間が省け、保険料の納め忘れ
がありません。
▶6か月、1年、2年分をまとめて前納するとお
　 得です。

【前納割引額(令和４年度額)】

納付方法 ６か月前納 １年前納 ２年前納

口座振替 1,130円 4,170円 15,790円

クレジットカード 　810円 3,530円 14,540円

【申込受付】　
①口座振替
那覇年金事務所または振替をする金融機関
②クレジットカード納付　那覇年金事務所

【申込期限】
①6か月(4月分～9月分)前納

・1年前納・2年前納
2月末日（納付日は4月末日）

  ②6か月(10月分～翌年3月分)前納
8月末日（納付日は10月末日）

■８月末は６か月前納(10月分～翌年3月
分)の申込期限月です。前納をご検討して
いる方は早めにお手続きください。

■申請書は那覇年金事務所
　 HPからダウンロードでき
　 ます。
問 那覇年金事務所　☎855-1122（②－②）
　  市民課　国民年金班　☎850-0139

毎月勤労統計調査特別調査
を実施します

市内の一部事業所を対象に、毎月勤労統計
調査の「特別調査」が実施されます。
期 ８月、９月　場 市内全域
対 市内一部小規模事業所

（常用労働者1～4人を雇用する事業所）
問 企画調整課　☎850-0364

危険生物にご注意ください

【ハブに注意！ 】
県内には猛毒を有するハブが生息し、年
間50～60人前後のハブ咬症患者が発生
しております。ハブによる咬症被害を未
然に防ぐために、草刈りやネズミの駆除
を行い、環境を整えましょう。また草むら
や農地、夜間に歩行する際には十分注意
するよう心がけましょう。
▶ハブ抗毒素常備　医療機関
　　豊見城中央病院　　　☎851-0501
　　友愛医療センター　☎850-3811
　　南部徳洲会病院 　　☎998-3221
　　沖縄協同病院　　　　　☎853-1200
▶お問い合わせ先
　　生活環境課　　　　　　　☎850-5520
　　豊見城警察署　　　　　☎850-0110
　【ハチに注意！】
気温が高くなるとハチの活動が活発化しま
す。市ではハチの駆除等は行っていないた
め、個人の敷地内にあるハチの巣の駆除は、
所有者または管理者でハチ専門業者に依頼
するなどの対応をお願いします。県内で主に
生息するハチは以下の通りです。
▶ミツバチ、アシナガバチ、スズメバチ、ツチ

バチなど
▶アシナガバチ、スズメバチは攻撃性が特に

高いため、専門業者に依頼してください。
　 （参考：新垣養蜂園 ☎884-0814)

【ハブクラゲに注意！】
この時期は、海水浴、マリンレジャー等で海
の出入りが多く、ハブクラゲの刺症被害も
多く発生しています。海水浴は、肌の露出を
避け、できるだけハブクラゲ侵入防止ネット
の中で泳ぐようにしましょう。
▶ハブクラゲに刺された場合
①海からあがり、激しい動きをしないで、身

近な人に助けを求めましょう。
②刺された部分をこすらずに、酢（食酢）をか

けて触手を取り除き、氷や冷水で冷やし
ましょう。

③応急処置をし、早急に医療機関で治療を
受けましょう。

問 生活環境課 ☎850-5520
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豊見城市ＷＥＢ版防災マップ
の運用を開始しました

住宅地図や航空写真に、
土砂災害（特別）警戒区域
等や避難所の位置などを
重ねて閲覧することがで
きます。
問 防災管財課　☎850-8165

豊見城団地市改良住宅の
家賃減免および徴収猶予制度

　　   について
新型コロナウイルス感染症の影響による
収入の減少等により、家賃の支払いが困難
となった世帯については、家賃の減免また
は徴収猶予が可能となる場合があります。
ご相談を希望される場合は、下記までご連
絡ください。
▶お問い合わせ先（指定管理者）
問 沖縄県住宅供給公社　☎917-2435

道路の異常をネットでも
連絡できるようになりました

道路課では道路陥没や側溝の破損など、道
路に関する異常を従来の電話だけでなく、
ネットで連絡できるようになりました。QR
コードや市HPから連絡できます。
◆当サービスはシステムの
　　状況等により予告なしに
　　中止する場合があります
　　のでご注意ください。
問 道路課　☎850-5306

～農業者の皆様～
「農業者年金」をご存知ですか？

農業者年金は農業者の方なら広く加入で
きる制度です。
国民年金に上乗せされる終身年金となる
ため、老後の安心に役立ちます。
保険料は全額社会保険料控除の対象とな
るほか、一定の要件を満たす方は保険料の
国庫補助があります。
制度の詳細について知りたい方は、下記ま
でご連絡ください。
問 農業委員会事務局　☎850-5339

市内公園の美化ボランティア
を募集します

市内公園の美化ボランティア活動を行う
個人・団体（美化サポーター）を支援してい
ます。美化サポーターとして登録いただい
た方について、その他の支援に対しても要
望をお受けします。
対 ボランティアに興味がある個人、団体

【支援内容】
ゴミの回収や、帽子・軍手
・ごみ袋などの配布
◆随時募集しています。
　　詳細はQRコードまたは下記まで
　　お問い合わせください。
問 公園緑地課　☎850-0096

字豊見城地区街なみ環境
整備助成事業

～字豊見城地区にお住まいの皆さまへ～
景観形成重点地区に指定した「字豊見城地
区」において、赤瓦葺きや石垣・花ブロック・
生垣の設置費用を一部助成します。
◆景観計画（重点地区）に基づく届出対象

の場合、届出等の手続き後の申請となり
ます。

◆すでに工事着手または完了している工
事は、対象外となります。

詳しくは、QRコードまたは
下記へお問い合わせください。
問 都市計画課　☎850-5332

水洗便所改造貸付金制度
公共下水道・農業集落排水
に接続しよう

公共下水道区域および農業集落排水区域
で下水道接続がまだのご家庭は、早めの接
続をお願いします。汲み取り便所、し尿浄
化槽を廃止して接続する場合は、工事の資
金を無利子で貸付しています。

【貸付限度額】
▶個人住宅３０万円　　▶集合住宅８０万円

【返済方法】
40回以内の毎月元金均等払い（無利息）
問 上下水道部　総務課　☎850-1516

ネーミングライツ・パートナー
企業を随時募集しています

本市が所有する施設を有効に活用し、新た
な財源確保および市民サービスの維持・向
上に寄与することを目的として、豊見城市
公園施設への愛称を命名する権利（ネーミ
ングライツ）について、下記のとおりパート
ナー企業を募集します。
※申し込みの詳細は市ホームページをご

確認ください。
【募集期間】 随時受付
【対象施設】
①豊見城市民体育館
　　希望額（年額）：250万円 以上
②豊崎海浜公園テニスコート
　　希望額（年額）：100万円 以上

【契約期間】　３年間
【参考事例】
豊崎美らSUNビーチ
→オリオンECO美らSUNビーチ
問 公園緑地課　☎850-0096

公共下水道接続促進事業補助金
～公共下水道に接続しよう！～

補助対象工事
公共下水道の処理区域内で合併浄化槽、単
独浄化槽、汲み取り式トイレを廃止して行
う排水設備工事（令和４年４月１日以降に
申請し、令和５年１月末日までに完了する
工事）
※11月３０日（水）で受付終了となるため、排水

設備指定工事店へお問い合わせください。
※新築の建物や農業集落排水は除く
■合併処理浄化槽を設置している建物

補助対象工事費 補助金額
5万円未満 当該工事費の額
5万円以上 5万円

■単独処理浄化槽または汲み取り式便所
を設置している建物
補助対象工事費 補助金額

10万円未満 当該工事費の額
10万円以上 10万円

問 上下水道部 施設課 ☎850-8164

子・そ・だ・て・
お・う・え・ん！

地域子育て出前支援（利用料無料）
保育士と一緒に親子で遊びませんか？
▶豊見城団地集会所
日 8月15日（月）
　　 １３時３０分～１５時３０分
対 ０歳児～就学前の親子
▶地域連携室(豊崎小学校体育館２階)
日 8月16日（火）
　　 １３時３０分～１５時３０分
対 ０歳児～就学前の親子

育児講座
▶キッズ(ベビー)＆ママヨガ
日 8月２2日(月)
　　 １０時１５分～１１時４５分
場 豊見城団地集会所
対 0歳児～就学前の親子　１０組
申 8月８日(月)から（先着順）
準 動きやすい服装、飲み物、タオル
　　 ヨガマットまたはバスマットなど
参加費 １００円

▶ベビーセラピー
日 8月２4日(水)　１０時～１１時30分
場 子育て支援センターぐっぴー
対 0歳児～1歳頃の親子　6組
※首据わりしている子
申 8月9日(火)から（先着順）
準 飲み物、タオル、
　　お昼寝用マットまたはバスタオル
　　など
※新型コロナの影響で中止する場合

あり。
※祖父母の参加も可能。お子さんの

安全管理は保護者の方がご配慮く
ださい。

※講座の受付開始時間は9時30分から。

問 子育て支援センターぐっぴー　☎850-9214

ー子育て・教育ー

臨時的任用職員（保育教諭）
募集について

内 上田こども園（教育・保育業務）
対 保育士資格、幼稚園教諭免許のいずれ

かを所持している者
準 ①履歴書、②保育士資格証写しまたは

幼稚園教諭免許証写し
【採用期間】
履歴書提出時に相談～令和5年3月31日

【勤務日】月～土（週休二日制）
【勤務時間】※シフト勤務
7時30分～18時30分

（勤務7.75時間、休憩1時間）
問 上田こども園　☎850-7876

 市ファミリーサポートセンター
「子育てサポーター養成講座」

　　　 受講者募集
子育てサポーター(有償ボランティア)を養
成するための講座を開催します。全日程を
受講終了後に子育てサポーターとして活動
できます。今回、全日程を受講できなかった
方は、次回講座で残りの分を受講可能です。
日 9月6日(火)～27日(火)のうち９日間、
　　 ９時～１２時
場 豊見城市役所
対 市内在住の２０歳以上の方
申 担当課へ電話または窓口申し込み
内 子どもの世話、子どもの栄養と食生活、
　　 子どもの発達と関わり方など
詳しくは市ホームページをご確認ください。
問 子育て支援課　☎850-０１４３

児童生徒派遣費補助金の
申請について

市内在住の小中学生が、スポーツや文化活
動において優秀な成績を収め、離島や県外
の大会に参加する際に、参加選手へ補助金
を交付します。
■大会出場の１０日前までに申請
※大会後の申請は原則受付不可。
■大会終了後２０日以内に実績報告を提出。
問 生涯学習振興課　☎850-3591

1 2 3 4

5 6 7 8

低所得の子育て世帯に対する子
育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外）

新型コロナウイルス感染症による影響が
長期化する中で、低所得の子育て世帯の生
活支援を目的として、特別給付金（児童1人
あたり一律5万円）の支給を実施します。
詳しくは市ホームページをご確認くださ
い。

【受付】 令和5年2月28日(火)まで ※必着
【受付窓口】　こども応援課（市役所2階）
※新型コロナウイルス感染症
　　の拡大防止のため、郵送での
　　提出を推奨しています
問 こども応援課　☎850-6775

【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
☎0120-400-903（平日9時～18時）

多胎児を妊娠されている方へ
妊婦健診受診票を追加交付します

令和４年４月から、多胎児（双子など）を妊娠
されている妊婦さんに、妊婦健康診査受診
票を5回分追加で交付します。
日 令和４年４月１日受診から
場 妊婦健診実施機関
対 本市に住民票があり、令和４年４月１日以

降に妊婦健康診査を受診する多胎妊産婦
場 子育て支援課にて交付
※妊婦健診実施機関で利用できます。
問 子育て支援課　☎850-0143

子育て心理相談のご案内
お子さまへの関わり方や発達で気になるこ
とについて、臨床心理士が相談に応じます。
随時、お電話や来所での相談を受け付けて
います。（来所での相談を希望される場合
は、事前の電話予約をお願いします）
場 子育て支援課　（市役所２階）
対 就学前のお子さまの保護者の方
問 子育て支援課　☎850-0143



借金
交通事故

離婚・相続
不動産

など、借金の相談についてはご本人の相談に
限り初回相談料（３０分）が無料です。

にし　　ばた　  ゆう　　こ

予約制
ドン・キホーテ
豊見城店
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INFORMATION INFORMATION

豊見城市ＷＥＢ版防災マップ
の運用を開始しました

住宅地図や航空写真に、
土砂災害（特別）警戒区域
等や避難所の位置などを
重ねて閲覧することがで
きます。
問 防災管財課　☎850-8165

豊見城団地市改良住宅の
家賃減免および徴収猶予制度

　　   について
新型コロナウイルス感染症の影響による
収入の減少等により、家賃の支払いが困難
となった世帯については、家賃の減免また
は徴収猶予が可能となる場合があります。
ご相談を希望される場合は、下記までご連
絡ください。
▶お問い合わせ先（指定管理者）
問 沖縄県住宅供給公社　☎917-2435

道路の異常をネットでも
連絡できるようになりました

道路課では道路陥没や側溝の破損など、道
路に関する異常を従来の電話だけでなく、
ネットで連絡できるようになりました。QR
コードや市HPから連絡できます。
◆当サービスはシステムの
　　状況等により予告なしに
　　中止する場合があります
　　のでご注意ください。
問 道路課　☎850-5306

～農業者の皆様～
「農業者年金」をご存知ですか？

農業者年金は農業者の方なら広く加入で
きる制度です。
国民年金に上乗せされる終身年金となる
ため、老後の安心に役立ちます。
保険料は全額社会保険料控除の対象とな
るほか、一定の要件を満たす方は保険料の
国庫補助があります。
制度の詳細について知りたい方は、下記ま
でご連絡ください。
問 農業委員会事務局　☎850-5339

市内公園の美化ボランティア
を募集します

市内公園の美化ボランティア活動を行う
個人・団体（美化サポーター）を支援してい
ます。美化サポーターとして登録いただい
た方について、その他の支援に対しても要
望をお受けします。
対 ボランティアに興味がある個人、団体

【支援内容】
ゴミの回収や、帽子・軍手
・ごみ袋などの配布
◆随時募集しています。
　　詳細はQRコードまたは下記まで
　　お問い合わせください。
問 公園緑地課　☎850-0096

字豊見城地区街なみ環境
整備助成事業

～字豊見城地区にお住まいの皆さまへ～
景観形成重点地区に指定した「字豊見城地
区」において、赤瓦葺きや石垣・花ブロック・
生垣の設置費用を一部助成します。
◆景観計画（重点地区）に基づく届出対象

の場合、届出等の手続き後の申請となり
ます。

◆すでに工事着手または完了している工
事は、対象外となります。

詳しくは、QRコードまたは
下記へお問い合わせください。
問 都市計画課　☎850-5332

水洗便所改造貸付金制度
公共下水道・農業集落排水
に接続しよう

公共下水道区域および農業集落排水区域
で下水道接続がまだのご家庭は、早めの接
続をお願いします。汲み取り便所、し尿浄
化槽を廃止して接続する場合は、工事の資
金を無利子で貸付しています。

【貸付限度額】
▶個人住宅３０万円　　▶集合住宅８０万円

【返済方法】
40回以内の毎月元金均等払い（無利息）
問 上下水道部　総務課　☎850-1516

ネーミングライツ・パートナー
企業を随時募集しています

本市が所有する施設を有効に活用し、新た
な財源確保および市民サービスの維持・向
上に寄与することを目的として、豊見城市
公園施設への愛称を命名する権利（ネーミ
ングライツ）について、下記のとおりパート
ナー企業を募集します。
※申し込みの詳細は市ホームページをご

確認ください。
【募集期間】 随時受付
【対象施設】
①豊見城市民体育館
　　希望額（年額）：250万円 以上
②豊崎海浜公園テニスコート
　　希望額（年額）：100万円 以上

【契約期間】　３年間
【参考事例】
豊崎美らSUNビーチ
→オリオンECO美らSUNビーチ
問 公園緑地課　☎850-0096

公共下水道接続促進事業補助金
～公共下水道に接続しよう！～

補助対象工事
公共下水道の処理区域内で合併浄化槽、単
独浄化槽、汲み取り式トイレを廃止して行
う排水設備工事（令和４年４月１日以降に
申請し、令和５年１月末日までに完了する
工事）
※11月３０日（水）で受付終了となるため、排水

設備指定工事店へお問い合わせください。
※新築の建物や農業集落排水は除く
■合併処理浄化槽を設置している建物

補助対象工事費 補助金額
5万円未満 当該工事費の額
5万円以上 5万円

■単独処理浄化槽または汲み取り式便所
を設置している建物
補助対象工事費 補助金額

10万円未満 当該工事費の額
10万円以上 10万円

問 上下水道部 施設課 ☎850-8164

子・そ・だ・て・
お・う・え・ん！

地域子育て出前支援（利用料無料）
保育士と一緒に親子で遊びませんか？
▶豊見城団地集会所
日 8月15日（月）
　　 １３時３０分～１５時３０分
対 ０歳児～就学前の親子
▶地域連携室(豊崎小学校体育館２階)
日 8月16日（火）
　　 １３時３０分～１５時３０分
対 ０歳児～就学前の親子

育児講座
▶キッズ(ベビー)＆ママヨガ
日 8月２2日(月)
　　 １０時１５分～１１時４５分
場 豊見城団地集会所
対 0歳児～就学前の親子　１０組
申 8月８日(月)から（先着順）
準 動きやすい服装、飲み物、タオル
　　 ヨガマットまたはバスマットなど
参加費 １００円

▶ベビーセラピー
日 8月２4日(水)　１０時～１１時30分
場 子育て支援センターぐっぴー
対 0歳児～1歳頃の親子　6組
※首据わりしている子
申 8月9日(火)から（先着順）
準 飲み物、タオル、
　　お昼寝用マットまたはバスタオル
　　など
※新型コロナの影響で中止する場合

あり。
※祖父母の参加も可能。お子さんの

安全管理は保護者の方がご配慮く
ださい。

※講座の受付開始時間は9時30分から。

問 子育て支援センターぐっぴー　☎850-9214

ー子育て・教育ー

臨時的任用職員（保育教諭）
募集について

内 上田こども園（教育・保育業務）
対 保育士資格、幼稚園教諭免許のいずれ

かを所持している者
準 ①履歴書、②保育士資格証写しまたは

幼稚園教諭免許証写し
【採用期間】
履歴書提出時に相談～令和5年3月31日

【勤務日】月～土（週休二日制）
【勤務時間】※シフト勤務
7時30分～18時30分

（勤務7.75時間、休憩1時間）
問 上田こども園　☎850-7876

 市ファミリーサポートセンター
「子育てサポーター養成講座」

　　　 受講者募集
子育てサポーター(有償ボランティア)を養
成するための講座を開催します。全日程を
受講終了後に子育てサポーターとして活動
できます。今回、全日程を受講できなかった
方は、次回講座で残りの分を受講可能です。
日 9月6日(火)～27日(火)のうち９日間、
　　 ９時～１２時
場 豊見城市役所
対 市内在住の２０歳以上の方
申 担当課へ電話または窓口申し込み
内 子どもの世話、子どもの栄養と食生活、
　　 子どもの発達と関わり方など
詳しくは市ホームページをご確認ください。
問 子育て支援課　☎850-０１４３

児童生徒派遣費補助金の
申請について

市内在住の小中学生が、スポーツや文化活
動において優秀な成績を収め、離島や県外
の大会に参加する際に、参加選手へ補助金
を交付します。
■大会出場の１０日前までに申請
※大会後の申請は原則受付不可。
■大会終了後２０日以内に実績報告を提出。
問 生涯学習振興課　☎850-3591

1 2 3 4

5 6 7 8

低所得の子育て世帯に対する子
育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外）

新型コロナウイルス感染症による影響が
長期化する中で、低所得の子育て世帯の生
活支援を目的として、特別給付金（児童1人
あたり一律5万円）の支給を実施します。
詳しくは市ホームページをご確認くださ
い。

【受付】 令和5年2月28日(火)まで ※必着
【受付窓口】　こども応援課（市役所2階）
※新型コロナウイルス感染症
　　の拡大防止のため、郵送での
　　提出を推奨しています
問 こども応援課　☎850-6775

【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
☎0120-400-903（平日9時～18時）

多胎児を妊娠されている方へ
妊婦健診受診票を追加交付します

令和４年４月から、多胎児（双子など）を妊娠
されている妊婦さんに、妊婦健康診査受診
票を5回分追加で交付します。
日 令和４年４月１日受診から
場 妊婦健診実施機関
対 本市に住民票があり、令和４年４月１日以

降に妊婦健康診査を受診する多胎妊産婦
場 子育て支援課にて交付
※妊婦健診実施機関で利用できます。
問 子育て支援課　☎850-0143

子育て心理相談のご案内
お子さまへの関わり方や発達で気になるこ
とについて、臨床心理士が相談に応じます。
随時、お電話や来所での相談を受け付けて
います。（来所での相談を希望される場合
は、事前の電話予約をお願いします）
場 子育て支援課　（市役所２階）
対 就学前のお子さまの保護者の方
問 子育て支援課　☎850-0143



■ひとのうごき

■豊見城市ごみカレンダー

広報の音訳ＣＤを届けます
全体
男性
女性
世帯数

目が不自由な方に豊見城市の情報を届けるた
め広報とみぐすくをＣＤに吹き込んで配付し
ています。配付を希望する方は、秘書広報課ま
でお問い合わせください。また、市立中央図書
館で広報の音訳CDの貸出も行っています。

豊見城市電子意見箱と投書箱
（市民の声）を設置しています

市ホームページ内の豊見城市電子意見箱や
市役所、市立中央公民館、市社会福祉協議
会、市陸上競技場の４か所に設置されていま
す投書箱（市民の声）で市民の皆さまの声を
市へ届けることができます。

令和4年6月末日 先月比

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

豊見城（県道7号線東側）、高安の一部、根差部、嘉数
真玉橋、豊見城ニュータウン、金良、長堂、饒波の一部
高安の一部、饒波の一部、豊見城団地、県営豊見城団地
平良、高嶺、上田（市道25号線東側）、渡嘉敷、保栄茂
翁長、豊崎、渡橋名の一部
豊見城（県道7号線西側）、宜保、我那覇、名嘉地、田頭
瀬長、与根、伊良波、座安、渡橋名の一部
上田（市道25号線西側）

収集地区地　区

月・木曜日

火・金曜日

水・土曜日

火曜日

水曜日

月曜日

金曜日

土曜日

木曜日

燃やせるごみ 資源ごみ
缶・びん類 紙・ペットボトル

第1・第3
火曜日

第1・第３
水曜日

第1・第3
月曜日

燃やせないごみ
危険ごみ

65,791人
32,252人
33,539人
27,828世帯

+53人
+14人
+39人
+72世帯

■乳幼児健診　※予約制　（子育て支援課）☎850-0143

■離乳食教室　※予約制　（子育て支援課）☎850-0143

※予約制
※中止の場合は市HPなどでお知らせします。

■救命講習会　（消防署）☎850-0529

※対象者へ個別で通知を郵送しています。
※電話または案内文中のQRコード読み取り
※延期となる場合は個別通知・市のHPでお知らせします。

乳児後期（10か月～） 8月２１日（日)午前・午後
9月11日（日）午前

8月24日(水)・26日(金)　　9時30分～12時30分
　　　　  8月25日(木)　 18時30分～21時30分

①8月26日（金）、②9月22日(木）　
①②13時30分～14時45分まで

市に住所を有する以下の方
①国民健康保険加入の２０歳～７４歳の方
②国保以外の健康保険加入者２０歳～３９歳のうち
　学校・職場等で健診を受ける機会がない方
③生活保護受給者および後期高齢者の方

市立中央公民館１階和室
生後4～6か月児の保護者（12組程度）

①8月23日(火)、②9月16日(金)まで
親子健康手帳、筆記用具、授乳ケープ

電話または予約フォーム　 ▶▶▶▶▶
※キャンセル待ち希望の方は電話でお申し込みください。

市消防本部４階　多目的ホール（駐車場有）

市内在住および市内在勤の方

軽装、マスク、筆記用具

１歳６か月児 8月18日(木)午後
9月 8日(木)午後

３歳児
（３歳６か月～４歳頃）

8月17日(水)午後
9月 ７日(水)午後
9月14日(水)午後

市役所 2階
保健センター

健 診 名 日　程■納付期限

集団健（検）診　
■各種相談業務

相談内容 日　程 場　所

■夜間窓口

8月 29日 ( 月 )・30日 ( 火 )

国民健康保険税　2期
市・県民税　2期

8月 25日 ( 木 ) まで
8月 31日 ( 水 ) まで

17時 15分～ 20時

場　所

（国民健康保険課・徴収班）☎850-0142

（国民健康保険課・給付班）☎850-0160
（賦課班・徴収班）☎850-0142

日　程

場　所

対　象
準　備

日　程

健 診 日
場　所
受付時間
予約受付
（Web）
予約受付
（電話）

対　象

場　所
対　象

申込方法

申込締切
準　備

消費生活相談①

②

③

④

⑤

⑥

市役所2階
第3相談室

8月16日(火)
9月  6日(火)

10時～12時
13時～16時

9時～12時

10時～12時

10時～12時

9時～16時

9時～
16時30分

8月17日(水)
9月  7日(水)

弁護士相談
※要予約

司法書士相談
※要予約

通報・女性相談
・子どもの居場所

8月10日(水)
8月24日(水)

8月25日(木)行政相談

児童相談 月～金

月～金

市役所2階
第1会議室
市役所2階
第1会議室
市役所１階
第2相談室
市役所2階
子育て支援課
市役所2階
子育て支援課

①～④（協働のまち推進課）☎850-0159
　⑤⑥（子育て支援課）☎850-0143

（納税課）☎850-0242

10月1日（土）
市役所２階 保健センター
8時30分～10時30分

8月5日(金)～28日(日)まで　▶▶▶

9月1日(木)・2日(金)8時30分～12時/13時～16時
沖縄県健康づくり財団　☎889-6452

222022.8 　　

INFORMATION

投票立会人・選挙事務パート
ナーを募集します！

若い世代の政治や選挙に対する関心を高
め、選挙をもっと身近なものに感じてもら
うため、投票事務全般の立会等にご協力い
ただける方を募集します。応募いただいた
方は、投票立会人候補者名簿または選挙事
務パートナー名簿に登録され、各選挙の投
票区の状況に応じて選任します。
日 ①沖縄県知事選挙
　　 　　9月11日（日）　6時30分～20時
　　 ②豊見城市長選挙
　　 　　10月９日（日）　6時30分～20時
場 市内各投票所
対 選挙権を有する若い世代
準 市選挙管理委員会事務局へ登録申請書

を提出
問 市選挙管理委員会事務局
　　 ☎850-8859

消防団員　随時募集中です

対 市内在住または勤務する18歳以上
　　（大学生、専門学校生可、男女問わず）
受 消防本部　警防課
　　「若い力」を必要としています。ぜひ、消防

団員に興味のある方やサークル団体の
メンバーは、下記までご連絡ください。

問 消防本部　警防課　☎850-9108

市シルバー人材センター
会員募集

６０歳以上の皆さま
シルバー人材センター
にはあなたにあった
楽しみ方があります

【8月入会説明会】
対 市内に居住する原則60歳以上の方
場 当センター会議室（陸上競技場1階）
日 8月15日(月)10時～12時
詳しくは下記へお問い合わせください。
問 市シルバー人材センター
　　 ☎850-７７１６

豊見城いまむかし写真展
入館無料！

昔の豊見城を写した貴重な風景写真と同
じ場所・同じ構図で撮影した現在の写真を
見比べることができます。
日 8月21日(日)まで　9時～18時
場 道の駅豊崎「情報ステーション」内の
　　 観光案内所
詳しくは下記へお問い合わせください。
問 市観光協会　☎856-8766

豊見城市ウージ染め
新キャラクターの愛称募集！

期 8月31日(水)16時まで
詳しくはホームページまたは
下記へお問い合わせください。
問 市ウージ染め協同組合　☎８５０-8454

自衛官募集のご案内

■自衛官候補生
受験資格　18歳以上33歳未満
受付期間　通年実施
■一般曹候補生
受験資格　18歳以上33歳未満の者
受付期間　令和4年7月1日（金）～9月5日（月）
試 験 日　令和4年9月15日（木）～18日（日）
　　　　　　　　　 のいずれか1日を指定されます
■航空学生（海上要員）
受験資格　18歳以上23歳未満
受付期間　令和4年7月1日（金）～9月8日（木）
試 験 日　令和4年9月19（月）
■航空学生（航空要員）
受験資格　18歳以上2１歳未満
受付期間　令和4年7月1日（金）～9月8日（木）
試 験 日　令和4年9月19日（月）
詳しくは下記へお問い合わせください。
問 自衛隊沖縄地方協力本部 島尻分駐所
 　 ☎992-4141

■市社会福祉協議会へ
ダイセーロジスティクス株式会社（字豊崎）
より、寄附金として30,000円

令和5年はたちの集い（成人式）
各中学校区実行委員募集

はたちの集い実行委員となり、思い出に残
る式典を自分の手で作り上げてみません
か？

【実行委員会開催日】
令和4年9月6日（火）、9月27日（火）、
10月11日（火）、10月25日（火）、
11月22日（火）　※19時～
場 市立中央公民館　中ホール
対 平成14年4月2日～平成15年4月1日生

まれの本市出身者
内 はたちの集い開催に向けた企画・準備
　　 ・運営など
問 生涯学習振興課　☎850-3591

「第６次豊見城市行政改革アク
ションプラン」策定に係る審議会
委員を公募します！

次年度から実施する「第６次豊見城市行政
改革アクションプラン」の策定を行うため、
次のとおり公募します。

【募集人員】　1名
【応募期間】 令和４年８月１日（月）から
　　　　　　　　　　令和４年８月１８日（木）必着

【応募資格】
次の①～③全てに該当する方
※地方公共団体の議員および公務員の方

は除きます。
①市内在住の18歳以上
②市の行政改革に関心のある方
③平日昼間開催の審議会に出席できる方

【応募方法】
財政課に備えつけている所定の申込用紙
に記入のうえご提出ください。申込用紙は
市HPからもダウンロードできます。

【活動内容】
市長の諮問に応じて、他の委員（市が選任
した有識者）と共に本市の行政改革に関し
必要な事項を調査審議します。

【任期】令和４年９月～令和６年８月（2か年）
問 財政課　☎８５０-０２６９



■ひとのうごき

■豊見城市ごみカレンダー

広報の音訳ＣＤを届けます
全体
男性
女性
世帯数

目が不自由な方に豊見城市の情報を届けるた
め広報とみぐすくをＣＤに吹き込んで配付し
ています。配付を希望する方は、秘書広報課ま
でお問い合わせください。また、市立中央図書
館で広報の音訳CDの貸出も行っています。

豊見城市電子意見箱と投書箱
（市民の声）を設置しています

市ホームページ内の豊見城市電子意見箱や
市役所、市立中央公民館、市社会福祉協議
会、市陸上競技場の４か所に設置されていま
す投書箱（市民の声）で市民の皆さまの声を
市へ届けることができます。

令和4年6月末日 先月比

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

豊見城（県道7号線東側）、高安の一部、根差部、嘉数
真玉橋、豊見城ニュータウン、金良、長堂、饒波の一部
高安の一部、饒波の一部、豊見城団地、県営豊見城団地
平良、高嶺、上田（市道25号線東側）、渡嘉敷、保栄茂
翁長、豊崎、渡橋名の一部
豊見城（県道7号線西側）、宜保、我那覇、名嘉地、田頭
瀬長、与根、伊良波、座安、渡橋名の一部
上田（市道25号線西側）

収集地区地　区

月・木曜日

火・金曜日

水・土曜日

火曜日

水曜日

月曜日

金曜日

土曜日

木曜日

燃やせるごみ 資源ごみ
缶・びん類 紙・ペットボトル

第1・第3
火曜日

第1・第３
水曜日

第1・第3
月曜日

燃やせないごみ
危険ごみ

65,791人
32,252人
33,539人
27,828世帯

+53人
+14人
+39人
+72世帯

■乳幼児健診　※予約制　（子育て支援課）☎850-0143

■離乳食教室　※予約制　（子育て支援課）☎850-0143

※予約制
※中止の場合は市HPなどでお知らせします。

■救命講習会　（消防署）☎850-0529

※対象者へ個別で通知を郵送しています。
※電話または案内文中のQRコード読み取り
※延期となる場合は個別通知・市のHPでお知らせします。

乳児後期（10か月～） 8月２１日（日)午前・午後
9月11日（日）午前

8月24日(水)・26日(金)　　9時30分～12時30分
　　　　  8月25日(木)　 18時30分～21時30分

①8月26日（金）、②9月22日(木）　
①②13時30分～14時45分まで

市に住所を有する以下の方
①国民健康保険加入の２０歳～７４歳の方
②国保以外の健康保険加入者２０歳～３９歳のうち
　学校・職場等で健診を受ける機会がない方
③生活保護受給者および後期高齢者の方

市立中央公民館１階和室
生後4～6か月児の保護者（12組程度）

①8月23日(火)、②9月16日(金)まで
親子健康手帳、筆記用具、授乳ケープ

電話または予約フォーム　 ▶▶▶▶▶
※キャンセル待ち希望の方は電話でお申し込みください。

市消防本部４階　多目的ホール（駐車場有）

市内在住および市内在勤の方

軽装、マスク、筆記用具

１歳６か月児 8月18日(木)午後
9月 8日(木)午後

３歳児
（３歳６か月～４歳頃）

8月17日(水)午後
9月 ７日(水)午後
9月14日(水)午後

市役所 2階
保健センター

健 診 名 日　程■納付期限

集団健（検）診　
■各種相談業務

相談内容 日　程 場　所

■夜間窓口

8月 29日 ( 月 )・30日 ( 火 )

国民健康保険税　2期
市・県民税　2期

8月 25日 ( 木 ) まで
8月 31日 ( 水 ) まで

17時 15分～ 20時

場　所

（国民健康保険課・徴収班）☎850-0142

（国民健康保険課・給付班）☎850-0160
（賦課班・徴収班）☎850-0142

日　程

場　所

対　象
準　備

日　程

健 診 日
場　所
受付時間
予約受付
（Web）
予約受付
（電話）

対　象

場　所
対　象

申込方法

申込締切
準　備

消費生活相談①

②

③

④

⑤

⑥

市役所2階
第3相談室

8月16日(火)
9月  6日(火)

10時～12時
13時～16時

9時～12時

10時～12時

10時～12時

9時～16時

9時～
16時30分

8月17日(水)
9月  7日(水)

弁護士相談
※要予約

司法書士相談
※要予約

通報・女性相談
・子どもの居場所

8月10日(水)
8月24日(水)

8月25日(木)行政相談

児童相談 月～金

月～金

市役所2階
第1会議室
市役所2階
第1会議室
市役所１階
第2相談室
市役所2階
子育て支援課
市役所2階
子育て支援課

①～④（協働のまち推進課）☎850-0159
　⑤⑥（子育て支援課）☎850-0143

（納税課）☎850-0242

10月1日（土）
市役所２階 保健センター
8時30分～10時30分

8月5日(金)～28日(日)まで　▶▶▶

9月1日(木)・2日(金)8時30分～12時/13時～16時
沖縄県健康づくり財団　☎889-6452

222022.8 　　

INFORMATION

投票立会人・選挙事務パート
ナーを募集します！

若い世代の政治や選挙に対する関心を高
め、選挙をもっと身近なものに感じてもら
うため、投票事務全般の立会等にご協力い
ただける方を募集します。応募いただいた
方は、投票立会人候補者名簿または選挙事
務パートナー名簿に登録され、各選挙の投
票区の状況に応じて選任します。
日 ①沖縄県知事選挙
　　 　　9月11日（日）　6時30分～20時
　　 ②豊見城市長選挙
　　 　　10月９日（日）　6時30分～20時
場 市内各投票所
対 選挙権を有する若い世代
準 市選挙管理委員会事務局へ登録申請書

を提出
問 市選挙管理委員会事務局
　　 ☎850-8859

消防団員　随時募集中です

対 市内在住または勤務する18歳以上
　　（大学生、専門学校生可、男女問わず）
受 消防本部　警防課
　　「若い力」を必要としています。ぜひ、消防

団員に興味のある方やサークル団体の
メンバーは、下記までご連絡ください。

問 消防本部　警防課　☎850-9108

市シルバー人材センター
会員募集

６０歳以上の皆さま
シルバー人材センター
にはあなたにあった
楽しみ方があります

【8月入会説明会】
対 市内に居住する原則60歳以上の方
場 当センター会議室（陸上競技場1階）
日 8月15日(月)10時～12時
詳しくは下記へお問い合わせください。
問 市シルバー人材センター
　　 ☎850-７７１６

豊見城いまむかし写真展
入館無料！

昔の豊見城を写した貴重な風景写真と同
じ場所・同じ構図で撮影した現在の写真を
見比べることができます。
日 8月21日(日)まで　9時～18時
場 道の駅豊崎「情報ステーション」内の
　　 観光案内所
詳しくは下記へお問い合わせください。
問 市観光協会　☎856-8766

豊見城市ウージ染め
新キャラクターの愛称募集！

期 8月31日(水)16時まで
詳しくはホームページまたは
下記へお問い合わせください。
問 市ウージ染め協同組合　☎８５０-8454

自衛官募集のご案内

■自衛官候補生
受験資格　18歳以上33歳未満
受付期間　通年実施
■一般曹候補生
受験資格　18歳以上33歳未満の者
受付期間　令和4年7月1日（金）～9月5日（月）
試 験 日　令和4年9月15日（木）～18日（日）
　　　　　　　　　 のいずれか1日を指定されます
■航空学生（海上要員）
受験資格　18歳以上23歳未満
受付期間　令和4年7月1日（金）～9月8日（木）
試 験 日　令和4年9月19（月）
■航空学生（航空要員）
受験資格　18歳以上2１歳未満
受付期間　令和4年7月1日（金）～9月8日（木）
試 験 日　令和4年9月19日（月）
詳しくは下記へお問い合わせください。
問 自衛隊沖縄地方協力本部 島尻分駐所
 　 ☎992-4141

■市社会福祉協議会へ
ダイセーロジスティクス株式会社（字豊崎）
より、寄附金として30,000円

令和5年はたちの集い（成人式）
各中学校区実行委員募集

はたちの集い実行委員となり、思い出に残
る式典を自分の手で作り上げてみません
か？

【実行委員会開催日】
令和4年9月6日（火）、9月27日（火）、
10月11日（火）、10月25日（火）、
11月22日（火）　※19時～
場 市立中央公民館　中ホール
対 平成14年4月2日～平成15年4月1日生

まれの本市出身者
内 はたちの集い開催に向けた企画・準備
　　 ・運営など
問 生涯学習振興課　☎850-3591

「第６次豊見城市行政改革アク
ションプラン」策定に係る審議会
委員を公募します！

次年度から実施する「第６次豊見城市行政
改革アクションプラン」の策定を行うため、
次のとおり公募します。

【募集人員】　1名
【応募期間】 令和４年８月１日（月）から
　　　　　　　　　　令和４年８月１８日（木）必着

【応募資格】
次の①～③全てに該当する方
※地方公共団体の議員および公務員の方

は除きます。
①市内在住の18歳以上
②市の行政改革に関心のある方
③平日昼間開催の審議会に出席できる方

【応募方法】
財政課に備えつけている所定の申込用紙
に記入のうえご提出ください。申込用紙は
市HPからもダウンロードできます。

【活動内容】
市長の諮問に応じて、他の委員（市が選任
した有識者）と共に本市の行政改革に関し
必要な事項を調査審議します。

【任期】令和４年９月～令和６年８月（2か年）
問 財政課　☎８５０-０２６９
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▶日　程　事前研修：５回程度
　　　　　交流研修：７月30日～８月１日【２泊３日】
　　　　　県外研修：８月５日～８月８日【３泊４日】
　　　　　事後研修：８月17日
▶場　所　事前研修・事後研修→主に市立中央公民館
　　　　　交流研修→沖縄県内体験・見学施設および
　　　　　　　　　　宿泊施設
　　　　　県外研修→宮崎県美郷町
▶対象者　①市内在住の小学６年生・中学１年生
　　　　　②すべての研修に参加できる方
　　　　　③美郷町の子ども達が沖縄研修を行う際に、ご家族
　　　　　　で交流ができる方
▶申込み　６月 22 日（水）17 時までに、参加申込書を、生涯
　　　　　学習振興課（市立中央公民館）へ提出
▶参加費　40,000円　　　▶定　員　25名（先着順）

台風時のごみ収集【8月半ば頃】庁舎南側出口信号機の表示方法変更

（※）台風により、もやせるごみの収集が翌日（土曜の場合は翌月
曜）となった場合は、翌日（土曜の場合は翌月曜）のもやせないご
み、危険ごみ、資源ごみの収集もお休みです。次回の収集日に出して
ください。

▶受 験 資 格　各職種（試験区分）に要件があります。
　　　　　　　　詳しくは、試験案内をご覧ください。
▶第一次試験日　 ９月１8 日（日）　
▶試 験 会 場　 市立豊見城中学校
▶受 付 期 間　 ８月１0 日（水）まで　
　※インターネットによる申し込みのみ。
　※詳しくは市ホームページの採用情報をご覧ください。
▶試験案内の配布
　市役所１階（案内）、市役所４階（人事課）で配布
　※市ホームページにも掲載します。

県道256号線と市道25号線の交差点に設置されている市役所駐
車場南側出口の信号機は、市道25号線上田方面から交差点を右
折する車両が青色点灯で優先です。しかし、赤色点滅信号である市
役所南側出口からの直進車両が優先されると誤解され、右折車両
とトラブルになるケースが見受けられるため、8月半ば頃から次の
とおり信号機の表示方法を変更します。
　　　①市役所駐車場南側出口の信号表示が
　　　　　　　　　　　「赤色点滅→青色点灯」に変わります。
　　② ①への変更に伴い「時差式信号機」の表示を廃止します。

生活環境課　☎850-5520

お問い合わせ　人事課　人事研修班　☎850-1116

防災管財課　管財班　☎850-0519
豊見城警察署　交通課　企画規制係　☎850-0110

読みやすいユニバーサルデザインフォントを
使用しています

■発行日／令和４年8月５日　7月号 677号
■配布／豊見城市シルバー人材センター
■住所／〒901-0292沖縄県豊見城市宜保一丁目１番地１（代表 ☎098-850-0024）
■発行・編集／豊見城市 総務企画部 秘書広報課
■メールアドレス／ hisho-kouhou@city.tomigusuku.lg.jp

8時30分の時点で
暴風警報が発令
されている場合

翌日収集
土曜の場合は
翌月曜

もやせる
ごみ

もやせな
いごみ 危険ごみ 資源ごみ

翌日収集
土曜の場合は
翌月曜

発令された時点で収集中止。
収集されていない場合は、次の収集日に出す。

10時30分
までに出す

収集しない。
次回の収集日に出す。（※）

収集しない。
次回の収集日に出す。

収集しない。
次回の収集日に出す。（※）

10時までに
暴風警報が解除
された場合

10時以降に
暴風警報が
解除された場合

ごみ収集中に
暴風警報が
発令された場合

× × × ×

○ × × ×

× × × ×

× × × ×
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上級

中級

初級

上級

初級

行政職Ⅰ

行政職Ⅱ

（就職氷河期世代）
行政職Ⅲ（身体障がい者対象）

行政職Ⅳ（学芸員）

公認心理師職

保育教諭職

保健師職

土木職

建築職

各試験区分に

おいて若干名

消防職Ⅰ

消防職Ⅱ（救急救命士）

上級

中級

初級

▶職種・試験区分・採用予定人数
職　種 試験区分 採用予定人数

令和4年度 豊見城市職員採用候補者試験
こ の ま ち で 、 働 く 。

2

2

1


